ソフォスパートナー
プログラムガイド
日本国内向け
2018 年 4 月 1 日

パートナー制度とレベル
パートナー様に価値を提供
ソフォスのパートナープログラムにより、ソフォス製品の再販、マネージドサービスの提供、その他専門的な
セキュリティ対策の実践などを通じて、パートナー様は継続的に収益を増加させるように設定されています。
貴社のビジネスに最適なレベルでパートナープログラムに参加できます。

パートナーレベル
ソフォスのパートナープログラムは 4 つのレベルで構成されています。パートナーレベルは、収益やソフォスセールス / 技術スキルによって
決定されます。

認定パートナー

パートナープログラムの規約にご同意頂いた時点
で、ソフォスの認定パートナーになることができ
ます。さらに、必要なトレーニングの受講や認定
資格を取得頂くことで、より高いパートナーレベ
ルに移行でき、様々なベネフィットを受けること
が可能になります。

シルバーパートナー

ソフォス製品を自社のセキュリティポートフォリオ
の一部として宣伝し販売するパートナー様です。最
小限の投資でプログラムを開始頂けることに加え
て、多くのベネフィットを受けることができます。

ゴールドパートナー

より多くの認定資格や目安となる目標数値をソ
フォスと合意頂くことで、各案件における競争力
強化のための、セールスおよびマーケティングサ
ポートはもちろん、技術的な支援含め、様々なメ
リットを享受頂けます。

プラチナパートナー

ソフォスビジネスへの投資、リソース確保におい
て、より高いコミットメントを頂けるパートナー
様には、そのインセンティブとして、最も高い競
争優位性およびその他協業におけるリソースの投
資、そしてより強化されたセールス、マーケティ
ング、技術サポートなど、ソフォスが提供するベ
ネフィットを最優先に享受頂けます。
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パートナー認定の要件
認定

シルバー

ゴールド

プラチナ

なし
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Sophos Certified Sales Consultant

なし
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Sophos Certified Engineer/CCNSP

なし

1
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Sophos Certified Architect/CCNSE

なし

なし
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年間収益の要件
売上目標目安
認定要件

準備およびビジネス共有
オンライン登録フォーム
オンライン契約
ビジネスプラン / 四半期ごとのビジネスレビュー









必要に応じて

必要に応じて

必要に応じて



Certified Engineer について、締結後 3 か月以内を目安として、資格取得をお願いいたします。
Architect について、締結後、日本語コンテンツが展開されてから 6 か月以内を目安として、資格取得をお願いいたします。
マーケティング支援

認定

シルバー

ゴールド

プラチナ

パートナープログラムキットのご提供









ロゴ利用の許諾









専門分野の認定

なし







www.sophos.com のパートナーリストへの掲載

なし

パートナー検索













パートナーポータル ( コンテンツ・ツール他 )
パートナーコミュニケーションプログラム

なし







パートナーカンファレンスへの参加

なし

招待制





共同マーケティングプログラム

なし

招待制





マーケティング資料のご提供

なし







MDF ( 都度協議 )

なし

なし

招待制

優先

パートナー満足度調査へのご参加

なし







PAC (Partner Advisory Council) へのご招待

なし

招待制

招待制

招待制

営業支援

認定

シルバー

ゴールド

プラチナ

パートナー支援

CAM 内

CAE

CAE

テクニカルセールスにおける対応

営業担当における対応

なし

ケースバイケース

優先

優先

製品資料のご提供

なし







パートナーポータル ( 見積もり・案件登録など )

なし







案件情報の共有

なし

✔

資格あり

資格あり

セールスインセンティブ ( 都度協議 )

なし

招待制





NFR ライセンスのご提供

なし

最大 10

最大 50

最大 100









評価版のご提供
Sophos Central Theatre のご活用

なし







案件登録プログラムへの参加

なし







トレーニング

認定

シルバー

ゴールド

プラチナ

オンラインセールストレーニング









オンラインテクニカルトレーニング









営業・技術向けソフォス全国セミナーの協業

なし

招待制

招待制

招待制

パートナー向けトレーニング・ハンズオンの実施

なし

招待制

招待制

招待制

認定

シルバー

ゴールド

サポート
テクニカルサポートのご利用
ベータプログラムへの参加

スタンダードサポート スタンダードサポート スタンダードサポート
なし





プラチナ
TAM (特別価格)
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ソフォスビジネスの管理
ソフォスのパートナーポータルでは、マーケティング資料、販売
資料、トレーニング、ソフォスのロゴ、価格表、ライセンスの詳
細情報、製品情報、PR ガイドライン、スタイルガイドなど、役立
つ資料やツールをご用意しています。ぜひご利用ください。また、
今後発表される製品や機能についての最新情報も入手していただ
けます。

注 : ユーザー名またはパスワードが分からなくなった場合

は、パートナーポータルで [ Forgot your password?
( パスワードをお忘れですか ?)] をクリックしてください。
ログイン認証情報を電子メールで送信します。

案件登録プログラム

事例作成プログラム

ソフォスは、パートナー様の収益を最大限にするために、新しい
案件登録プログラム (Deal Registration Program) を提供します。
パートナー様が発掘した案件をパートナーポータルを通じて簡単に
登録できます。案件登録をすることで発生する高いディスカウント
は、競争上の優位性をもたらし、スムーズに案件クローズへと導き
ます。ソフォスは、パートナー様が新しい案件を獲得するために何
が必要なものか理解しています。パートナー様は案件登録して、ソ
フォスが提供するメリットを享受してください。

ソフォスでは、案件を受注頂いたパートナー様の価値を高めるため
に、パートナー様の導入した案件の事例化をサポートさせて頂きま
す。事例は、パートナー様とソフォスの両方のロゴを使用し、PDF
で作成します。作成した事例はパートナー様の Web サイトに掲載
し、お客様にアピールできます。是非販促拡大のツールとしてご活
用ください。お客様の承認のもと事例が作成可能な場合は、弊社担
当営業または、marketing@sophos.co.jp までご連絡ください。

ff案件登録プログラムガイドライン

News Sync プログラム

NFR プログラム

"News Sync プログラム " は、ソフォスの Naked Security News
の記事 ( 日本語または英語 ) をパートナー様の Web サイトで表示
させるプログラム ( 無料 ) になります。最新の脅威情報を自動的に
自社のホームページに掲載することで、パートナー様の Web サイ
トを訪れたお客様にセキュリティに関する付加価値を提供すること
ができます。これによりパートナー様が、最新のセキュリティ動向
に精通していることをお客様にアピールすることができます。設定
するには高度な HTML スキルは必要なく、Web サイトにコードを
挿入するだけで完了です。

NFR (Not-for-Resale) プログラムは、パートナー様にソフォスソ
リューションの NFR ライセンスをご提供するものです。このプロ
グラムで提供された製品は、検証、社内トレーニング、お客様向け
デモなどにご活用いただけます。
NFR をご希望される場合は partnersales@sophos.co.jp までご
連絡下さい。

詳細は "News Sync プログラム " のページをご覧ください。

Site-In-a-Box プログラム

テクニカルサポート

"Site-In-a-Box プログラム " は、SOPHOS SHOWCASE というソ
フォスの製品情報 ( 日本語 ) ページをパートナー様の Web サイト
で表示させるプログラム ( 無料 ) になります。パートナー様が、独
自でソフォスの製品ページを自社の Web サイトに作成いただく場
合、制作にかかる工数、または新製品等によるページのメンテナン
スに多くの時間が割かれます。本プログラムを使用して、ソフォス
の製品情報を Web サイトに掲載した場合、パートナー様はメンテ
ナンス不要で、最新の情報を自動的に自社の Web サイトで表示で
きます。これにより、パートナー様の Web サイトを訪れたお客様
は常に最新のソフォス製品の情報を見ることができます。また、そ
のページからソフォスの評価版などをダウンロードした場合、その
案件情報にパートナー様の社名が記載され、パートナー様のリード
としてソフォスでは扱います。そのリード情報はパートナーポータ
ルの ” リードの表示と管理” で閲覧できます。設定するには高度な
HTML スキルは必要なく、Web サイトにコードを挿入するだけで完
了です。

ソフォスの製品、ソリューション、サービスをできるだけ簡単にご
販売いただけるように、お客様およびパートナー様に高水準のサ
ポートをご提供いたします。
サポートは、アップデートの提供やインストール支援だけではあり
ません。パートナー様が最高のセキュリティ対策をお客様に提供で
きるよう、ソフォスの専門知識をパートナー様と共有いたします。
ご契約内容に応じて、スタンダードサポート、プラチナサポートな
どのテクニカルサポート サービスをご活用いただけます。
多くのソフォス製品には、24 時間 365 日 ( 日本語：平日 9：00 17:30 土日祝日除く。緊急時のみ 24 時間対応。 英語：24 時間
365 日 ) のサポートがご利用いただけます。お客様が必要なレベル
のサポートをご選択できます。お問い合わせには、十分なトレーニ
ングを積んだソフォスのエンジニアが、常に対応いたします。
ffサポートの詳細

詳細は "Site-In-a-Box プログラム " のページをご覧ください。
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トレーニングおよび認定資格プログラム
ソフォスによるトレーニング支援
ソフォスのトレーニングおよび認定プログラムでは、ソフォス製品の販売、導入や技術サポートに精通した高い
スキル身に着けていただくことを目的としたオンライントレーニング（試験含む）、集合型のトレーニングなど
のコースをご提供しています。また、地方での説明会、トレーニング、ウェビナーなど幅広くイベントを提供し
ています。
ffトレーニングと認定プログラムの詳細

トレーニングと認定の概略

認定パス

Sophos Certified Sales
Consultant ( 販売 )
ステップ 1

Sales Fundamentals

SC01 を修了する

Sophos Certified
Engineer ( デモ )
Sophos
Central Overview ET01 を修了する

ステップ 1

このコースで扱う製品

Ì Central Endpoint と Server
Ì XG Firewall

受講可能なその他のコース :

Ì SafeGuard Encryption SC20
Ì UTM/Network Protection SC30

Ì Web Protection SC50
Ì Sophos Mobile SC60
Ì Sophos Wireless SC90
Ì MSP Connect MSP01
Ì Cloud Security Provider CSPS01

Sophos Certified
Architect ( デプロイ )

Synchronized Security
Accredited

ステップ 1

Sales Fundamentals

SC01 を修了する

SYNCHRONIZED SECURITY 製品 :
ステップ 2 以下のいずれかを修了する

Ì Central Endpoint と Server AT15
Ì SafeGuard Encryption AT20

SYNCHRONIZED SECURITY 製品 :

Ì XG Firewall AT80

Ì Central Endpoint と Server ET15

受講可能なその他のコース :

Ì SafeGuard Encryption ET20

Ì Enterprise Console AT10

Ì XG Firewall ET80

Ì UTM/Network Protection AT30

Ì Email Protection SC40
Ì Phish Threat SC46

ENGINEER コースを修了した方は、
学習パスを選択して、以下の 1 つの
コースを修了してください。

受講可能なその他のコース :

Ì Enterprise Console ET10
Ì UTM/Network Protection ET30
Ì Email Protection ET40
Ì Web Protection ET50
Ì Sophos Mobile ET60

Ì Sophos Mobile AT60
各コース 2 ～ 4 日

ステップ 2 以下のアーキテクト認定コースを
2 つ修了する

Ì Central Endpoint と Server AT15
Ì SafeGuard Encryption AT20
Ì XG Firewall AT80

ステップ 3「顧客獲得」プロフィールを修了し、
提出する
https://surveys.sophos.com/jfe/form/SV_
bIy9d9iploQ7jPD

2～4 日
インストラクター主導型またはオンライン

追加 / 代替が可能なコース
Sophos Certified
Technician ( サポート )
Ì Central Endpoint と Server S15

各コース 1 ～ 2 時間
2 時間
オンライン

各コース 1 ～ 2 日

Ì XG Firewall S80

1～2 日

各コース 1 日

オンライン

1日
オンライン

= 時間

= 合計時間

= オンライントレーニング

= 教室でのトレーニング

ソフォスパートナープログラムについては、
partnersales@sophos.co.jp に
お問い合わせください。

ソフォス株式会社
partnersales@sophos.co.jp
03-3568-7550
英国オックスフォード
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