Oracle PartnerNetwork Platinum レベル
オラクルの広範なポートフォリオ全体に対する貴社の
Specialization の認識を広める
5 つ以上の Specialization を取得すると、Oracle PartnerNetwork（OPN）の高位の
メンバーとなり、他では手に入らないエンゲージメント、コミットメント、および
特典を活用して、長期的な成長を実現するための戦略を強化できます。オラクル・
ソリューションに対する貴社の深く広範な専門性をアピールし、共通の顧客により
効果的なサポートを提供しましょう。

OPN Platinum レベルのオポチュニティ
» 高位のステータスを活用して 390,000 を超える見込み客に貴社のソリューションをアピー
ルできます。
» さまざまなオラクル製品に関する専門知識への投資に対するオラクル内の認定を取得でき
ます。
» 特定の製品について 50 名のオラクル・インプリメンテーション・スペシャリストの認定
を受けて、Advanced Specialization の取得とインプリメンテーション能力の提示を行うこ
とで、Specialization をさらに高めることができます。
» 専用の仮想アカウント管理と開発プランの構築により、Specialization の拡大と収益の向上
を図ることができます。
» 補完的な Oracle Validated Integration（年間価格：9,500 米ドル）を使用し、オラクル製品
と貴社のソリューションとの統合をテスト、検証、および推進できます。
» OPN が提供するサービスの割引により、コストを削減できます。
» 無償のサポート・サービス・リクエストなど、Platinum レベルの OPN メンバーにのみ提
供される各種の特典によって貴社のチームを強力に支援します。
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ファクト：

クラウドからアプリケーショ
ンやディスクにわたる OPN
Platinum レベルの広範な特典
によって、その投資に対して
パートナーが差別化および認
知される必要があるリソース
やサポートが提供されるた
め、オラクル・ソリューショ
ンの優先プロバイダの選択肢
として顧客の認知を得ること
ができます。

オラクル Platinum パートナーのさまざまな特典の活用
Platinum レベルの OPN メンバーは、Gold レベルで提供されるすべての特典に加え、次の特
典を受けることができます。

認知とアカウントに対する取り組み
» オラクルは貴社の成長戦略を認知するほか、貴社は無償で OPN メンバーシップに
Associate メンバーを追加したり、任意の数の Specialization を取得したりできる機会が
得られます。
» オラクルのチャネル／アライアンス／パートナーのマネージャーや役員にアクセスでき
るほか、パートナー諮問会議に参加することができます。
» 専任のオラクル・パートナー・ビジネス・コンサルタントが、貴社のすべての質問に優先
的に対応し、支援を行います。

研修とスキル習得支援に対する割引
» Oracle University Live Virtual Class で 5%の追加割引を利用できるため、Oracle University 関
連の製品やサービスに対する 25%の通常割引と合わせて最大 30%の割引を受けることが
できます。
» Specialization の特典分に加えて無償の受験チケットを追加で 6 枚受け取ることができます。
お問い合わせ

マーケティングおよび販売の機会における高い優先レベル
» OPN ソリューション・カタログで貴社のプロファイルが優先的な位置に掲載されます。
» オラクルはたびたび Oracle.com や出版物の中でパートナーを取り上げていますが、
Platinum レベルの OPN メンバーを一番に検討しています。
» プログラムを利用してマーケティング・キャンペーン用のオラクル連絡先リストにアクセ
スできます。
» このレベルは、共同販促費の資格や優先的選定を受けることができます。
» オラクルの内部向けおよび顧客向けイベントの講演機会において優先的選定を受けること
ができます。
» オラクルと連携して成功事例を生み出し、共同イニシアティブと共通の顧客に関するプレ
ス・リリースを発行できます。
» オラクルの出版物の数千もの読者に貴社のソリューションをアピールできるよう、オラク
ルの出版物における広告料や Oracle InDepth Newsletter におけるスポンサー料に 40%の
割引が適用されます。
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詳細については、
+1.800.633.0738 でオラクルの
担当者までお問い合わせいただ
くか、oracle.com/partners をご
覧ください。北米以外からのお
問い合わせの場合は、
oracle.com/us/corporate/contact
をご参照いただき、貴社の地域
のオラクル事業所の電話番号を
ご確認ください。

開発とサポートに関するオポチュニティの強化
» 開発／デモンストレーション／統合ライセンスと合わせて使用する 250 回の無償のサ
ポート・サービス・リクエスト（SR）が提供されます。この回数は必須である 5 つの
Specialization に関連しています（Specialization あたり 50 回の SR）。
» 開発システムで Oracle Linux Basic Support および Oracle VM Premier Support を利用で
きます。
» Advanced Customer Services（ACS）パートナー・チームへのアクセスや ACS の社内
Web ページにおけるプロモーションを含む、無償の専任サポートをオラクルから受ける
ことができます。
» 年間メンバーシップには、サービス指向アーキテクチャ（SOA）ベースの Oracle
Validated Integration が 1 つ含まれています。また、追加で標準の Oracle Validated
Integration をわずか 7,500 米ドル（通常料金は 9,500 米ドル）という料金で入手できます。

Platinum レベルの取得に関する Criteria（基準）および料金
Platinum レベルのステータスを取得するには、Oracle PartnerNetwork メンバーは、
Qualifying Specialization、Oracle Exastack Optimized アプリケーション、Oracle Validated

つながりましょう

Integration から 5 つの組み合わせ、もしくは Oracle Exastack Ready、Oracle Exastack

blogs.oracle.com/oraclepartners

Optimized 指定（少なくとも 1 つ以上が Optimized）から 5 つの組み合わせを取得する必要が

facebook.com/oraclepartners

あります。Platinum レベルの料金は 9,995 米ドルであり、Associate メンバーすべての OPN

twitter.com/oraclepartners

メンバーシップが含まれます。料金は多少高くなりますが、特典によってそれを大幅に上回
る価値がもたらされます。この高位の OPN メンバーシップを活用し、オラクルによるビジネ
スを最大限拡大してください。
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