パートナーシップをシンプルに実現
シンプル、高い収益性、柔軟性。ソフォスのパートナープログラムがワンランク上のビジネスを実現します。
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ことができます。ソフォス
の包括的なセキュリティ製品群は、グローバルで数々のアワードを受賞しており、それら全てのラインナップ
をパートナー様に提供いたします。
ソフォスのソリューションはシンプルで知られ、販売のご提案はもちろん、デモや管理も容易に行うことが可能
です。またソフォスのセールス、エンジニアチームによる完全サポートが保証されており、安心してビジネス
の成功に集中することができます。
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ソフォス パートナープログラムについて
ソフォスはパートナープログラムを通じて、お客様への拡販や利益の確保・拡大を支援いたします。案件登録、
魅力的なディスカウント、すぐに使えるリード獲得プログラム、世界トップクラスのセールスツールとトレーニング
をご活用ください。
ソフォスのプログラムは、成長するビジネスのニーズに柔軟に対応するように設計されています。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。なお、このスキルは認
定資格要件によって決まります。トレーニングと認定資格を通じてソフォスとの関係強化に取り組まれたパートナー様には、より充実したリワードを提供するとともに、ソフォスからのさらなるコミットメン
トをお約束します。

プラチナパートナーは、関係強化への取り組みの度合いが最も高いパー
トナー様です。高レベルの年間収益、および多数のセールス / 技術者向
けトレーニング認定を達成されたパートナー様には、そのインセンティ
ブとして最も高額な報酬をお支払いいたします。さらに、セールスサポー
ト、マーケティング、および技術面で強化されたさまざまなメリットを

「M3 Corp はソフォスのビジネスにおいて、
きわめて高いパートナーロイヤルティと顧客維持率、
より高いリレーションシップを実現しました。」

享受していただけます。

Antonio Mocelim, Sales Director, M3Corp
ゴールドパートナーは、認定資格の取得によってスキルを向上させると
同時に、ソフォス製品の販売に多大なコミットメントを示す必要があり
ます。割引率の引き上げをはじめ金銭的メリットが拡大されるだけでな
く、セールスサポート、マーケティング、および技術的なメリットを享
受していただけます。

シルバーパートナーは、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
ログラムを開始していただけます。
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マネージドサービスプロバイダー
マネージドサービスビジネスのパートナーは、Sophos MSP Connect または
MSP Connect Flex プログラムにもお申し込みいただけます。
Sophos MSP Connect によって、
複数のベンダーによる複雑なセキュリティの管理が不要になり、
ベンダー
1 社ですべてに対応できるようになります。1 つのベンダー、１つのプログラム、1 つのセキュリティポート
フォリオによる 1 つのシンプルな管理プラットフォームから、実績のある包括的な保護対策を管理して
お客様に提供できます。
Sophos MSP Connect Flex では、サービスベースの請求レポートを月ごとに作成し、Sophos Central を
通じてやりとりすることができます。また、ライセンスの配布方法や配布先の把握・制御がしやすいため、
競争力のある価格を設定するとともに、マージンを最大化するためにも役立ちます。

「ソフォスパートナープログラムにより、最先端の
ソリューションとともにトレーニングプログラムが
提供されるようになりました。ソフォスがビジネス
モデルの理解に時間を割いてくれたおかげで、お客様
のニーズやパートナーのニーズに最適な製品ライン
を導入することができています。」
Shane Swanson, CTO, ARRC/CHARTEC
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ソフォスパートナーになる理由
ソフォスは、パートナー様そしてパートナー様のお客様のために完全な IT セキュリティを提供するという約束を
守ります。ソフォスでは、シンプルで拡張性があり、管理しやすいさまざまなセキュリティ製品を提供しています。
専任のチャネルチームによる確実なサポートの提供を通じて、パートナー様のビジネスを成功に導きます。

チャネルファースト ( パートナー重視 ) の
ビジネスモデル
専任のチャネルプロフェッショナルで構成されるソフォスのチームが、きめ細
やかなサポートを提供します。ソフォスの「チャネルファースト」戦略とは、
製品開発から販売、マーケティング、サポートにいたるまで、パートナーを最
優先することを意味します。
パートナー様がソフォスソリューションを販売・導入するうえで必要なすべて
のトレーニングおよび情報をソフォスが提供いたします。もちろん、社員によ

Synchronized Security 製品
ソフォスの包括的なセキュリティ製品群は、数々のアワードを受賞した製品で
構成されています。これらは個々が優れた製品であるだけでなく、1 つのシス
テムとして動作させることでより効果的に機能します。統合された直感的な
Web ベースのコンソールである Sophos Central を使用するので、管理が容易
です。
パートナー様は、他社の追随を許さない競争力の獲得、顧客維持率の向上、
クロスセルの機会拡大を実現できます。

るテクニカルサポートが、日本語 ( 平日 9:00 ～ 17:30 / 緊急時のみ 24 時間
365 日 )、英語 (24 時間 365 日 ) で対応いたします。

魅力的かつ収益性の高いパートナー
プログラム
ソフォスは、お客様への拡販や利益の確保・拡大を支援いたします。案件登録、
魅力的なディスカウント、すぐに使えるリード獲得プログラム、世界トップク
ラスのセールスツールとトレーニングをご活用ください。

理想的なプログラム
ソフォスはパートナー様のニーズを明確に理解したうえで、常にツールを改良
し、プログラムを開発しています。ソフォスは、パートナー様が必要とするツー
ルを提供するので、パートナー様は販売に注力できます。また共同ブランドツー
ルなども用意しております。
受賞歴のあるソフォスのパートナーポータルは、パートナー様にとって不可欠
なツールです。ソフォス製品の販売を開始するために必要なすべてのリソース
をこのポータルから入手していただけます。また、アプリも利用できるように
なりましたので、いつでもどこでも必要な情報にアクセスしていただけます。
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ソフォス製品
ソフォスの包括的セキュリティソリューションは、複雑な脅威対策やデータ流出対策のベストソリューションとし
て認知されており、そのテクノロジーは、世界約 150 カ国で 1 億ユーザー以上のお客様に採用されています。
ソフォスの包括的なセキュリティ製品群によって、お客様のあらゆる保護対策ニーズに対応することができます。次世代エンドポイント保護やファイアウォールから、暗号化電子メール、Web、ワイヤレス、
モバイル、サーバーの保護にいたるまで、ソフォスがカバーします。また、すべての製品には次世代テクノロジーが内蔵されているので、常に最先端の保護機能を提供できます。
ポートフォリオの核となるのが、受賞歴のあるセキュリティプラットフォームである Sophos Central です。このプラットフォームでは、単一の直感的なインターフェースを使用して、すべてのソフォス製品
を管理できます。管理のためにコンソールからコンソールへと移動する必要はもうありません。ユーザーフレンドリーな管理コンソールで、すべてのソリューションの管理が可能です。

UTM/
Next-Gen Firewall
ワイヤレス

モバイル
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サーバー

電子メール
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製品とソリューション
ネットワーク
XG Firewall

次世代型ファイアウォールの最新版。最高レベルの
パフォーマンス、セキュリティ、制御。

エンドユーザーとサーバー
Endpoint Protection

Sophos Central
Sophos Central

オ ン プ レ ミ ス 型 か ク ラ ウ ド 管 理 型 か を 問 わ ず、

すべてのソフォス製品を一元管理するコンソール。全ユー

Windows、Mac、Linux、仮想化プラットフォーム

ザーについてアクティビティを監視し、ポリシーを設定。

で実行されるノート PC、デスクトップ PC に実績あ

SG UTM

る保護機能を提供。

全機能型ネットワークファイアウォール。メール保
護、Web コントロール、IPS、VPN /Wi-Fi 接続の
セキュリティ対策、WAF (Web アプリケーション
ファイアウォール )

Intercept X

マルウェア対策。エクスプロイト対策。根本原因解析。
ランサムウェアと悪意のある攻撃を阻止する次世代
型保護機能。

Sophos Wireless

Sophos Central から Wi-Fi を管理します。すべて

Sophos Clean

のアクセスポイントについて、シンプルなプラグ

既存のウイルス対策製品との併用が可能な、マルウェ

アンドプレイ型の導入が可能。

アを検出する軽量なセカンドオピニオン スキャナ。

Sophos Web Gateway

場所を問わず従業員が使用するすべてのデバイスを
保護。導入、管理、サポートを簡素化。

Mobile Control

モバイルデバイスの管理とセキュリティ対策に要
する時間と労力を削減する包括的な EMM ソリュー
ション。

Sophos Email Gateway

スパム、フィッシング攻撃をゲートウェイでブロッ
クし、すべての電子メールに対して適切なレベルの
暗号化を自動的に適用。

SafeGuard Encryption

フルディスク暗号化とファイル暗号化がすべてのデ
バイスに適用されるので、データはどこに移動して

「他社との差別化を図るパート
ナーを、ソフォスは支援してく
れます。ソフォスのパートナー
ポータルでは、オンデマンドで
情 報 を 入 手 で き、 セ ー ル ス サ
ポートチームに簡単にアクセス
できます。つまり、パートナー
は必要な情報をすべて得たうえ
でセールスを開始できます。」

も例外なく保護されます。

PureMessage

ポリシーの強制的な適用とすべての電子メールのス
キャンによって、99% のスパムとその他の脅威を
阻止。

Server Protection

パフォーマンスを低下させることなくサーバーを保
護。業務に影響を与えることのない包括的な脅威対
策です。
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「パートナーシップの成功に 100% 注力するソフォスのセールスモデル
は、パートナーシップを優先し、ソフォス成功の鍵がパートナーの皆様
にあることを意味しています。ソフォスでは、パートナーの皆様が利益
を拡大し、お客様の信頼を獲得できるよう、昼夜努力しています。
ソフォスはシンプルなソリューションを提供し、パートナー様との
関係を重視しています。 また、数々のアワードを受賞した革新的な
セキュリティソリューションを提供しています。ソフォスのセキュリ
ティ対策製品は、包括的かつシンプルで管理も簡単です。」
Kendra Krause, VP, Global Channels

ソフォスパートナープログラムの詳細に
ついては、こちらをご覧ください。
www.sophos.com/ja-jp/partners
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Tel: 03-3568-7550
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