
新たなMilestone Partner Programは、最高品質の 
映像テクノロジーソリューションを顧客に提供する 
パートナーをサポートします。

新たな
MILESTONE 
PARTNER 
PROGRAM

最高品質を共に提供 



このパートナープログラムの目的は、セキュリティだけ
でなく、その枠を越えて、パートナーや顧客が映像テク
ノロジーのメリットを最大限に引き出せるようにするこ
とです。顧客のビジネス拡大に貢献することで、私たち
も成長し、新たな市場に進出することができます。
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Milestoneとパートナーは、業界で最高品質の映像テクノロジーを顧客に
提供するという共同ミッションを担っています。私たちが共に達成を目指す
のが、この新たなMilestone Partner Programです。
リセラー、システムインテグレーター、セキュリティスペシャリス
ト、サービスプロバイダーはMilestoneソリューションを実現する
専門家です。当社の製品、リソース、サポート、トレーニングの利用
に加え、テクノロジーパートナーのグローバルコミュニティに参加
できるように、Milestone Partner Programを一新しました。
 
このパートナープログラムの目的は、セキュリティだけでなく、その枠
を越えて、パートナーや顧客が映像テクノロジーのメリットを最大限
に引き出せるようにすることです。顧客のビジネス拡大に貢献するこ
とで、私たちも成長し、新たな市場に進出することができます。

常に時代の先を行くために 
新たなプログラムには、業界環境の変化だけでなく、パートナーや
顧客のニーズも反映されています。新たな階層構造、ディスカウン
ト・インセンティブの再調整、新しいサポートオプションが導入さ
れています。

パートナーが顧客に最高品質だけを提供したいと望んでいること
を承知しています。この新たなプログラムは、その実現を可能にす
るために設計されています。

最高品質を 
共に提供 
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主なメリット：
• 全世界で50万以上の顧客サイトで実績

のあるXProtectで構築したソリューショ
ンの提供  

• セキュリティだけでなく、その枠を越え
て、先進の映像ソフトウェアと 
ハードウェアの一番手

• 11,000台のデバイスに対応しているオー
プンプラットフォームの柔軟性を活用  

• Milestoneの2,000社以上のテクノロジー 
パートナーとのend-to-endソリューショ 
ンを構築 

主なメリット：
• 売上実績が向上することで標準ディスカ

ウントがよりお得に  
• 資格を取得し、プログラムを上っていく

のに応じてより多くの特典  
• 上位階層のパートナーは、追加のリベー

トを受け取ることができる累進リベート
プログラムに参加することが可能

世界をリードする映像テクノ
ロジーをソリューションに組
み込む 
すでに業界をリードするサービスとサポートを提供さ
れていますが、今回の提携により、世界をリードする
MilestoneのVMSで、顧客に最高品質のソリューショ
ンを提供することができます。

パートナーのビジネス拡大と
顧客の成功を推進 
Milestoneへのコミットメントが高く、また双方の成功
が大きいほど、より多くのディスカウントを得ることが
できます。

パートナーは認証と売上実績の組み合わせで資格を
得ることで、特典やリベートを得ながら、階層を上って
いくことができます。

業界をリードするソリューション  リベートと収益性  

MILESTONEパートナーの 
メリット
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セキュリティだけでなく、その
枠を越えて、最高品質の提供
に役立つ当社サポートの利用
顧客の満足とソリューションの成功は、一から十まで
パートナーの手腕にかかっています。これこそが、顧客
に最高の価値をお届けする上で、パートナーが当社の
トレーニングやサポートなどの全面的なサポートを頼
りにできる理由です。

同じ道を歩む信頼のパートナー
パートナーを全面的に重視する当社のサポートで、新た
なビジネスチャンスを積極的に創出し、ビジネスを発展
させることができます。

Milestoneは、単にソフトウェアやハードウェアの提供だ
けでなく、パートナーの業界での活動をあらゆる面から
サポートすることに専心しています。

主なメリット：
• パートナー中心主義の当社との協業 
• 世界中にいるMilestoneの熟練した専門

家からのサポート
• 11,000社を超えるリセラーおよびイン

テグレーターのコミュニティへの参加

顧客の成功  信頼のパートナーシップ 

主なメリット：
• 映像テクノロジーリーダーの世界的リー

ダーとのコラボレーション 
• 戦略的および技術的なアドバイスを受け

るメリット  
• 多数のトレーニングオプションによる能

力の構築  
• カタログなどのマーケティングサポート

の利用 
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Milestone Authorized
パートナー
Authorizedはプログラム規約（T＆C）
を承諾し、Milestoneの最低限の売上
要件を達成したパートナー向けのエン
トリーレベルの階層です。

Authorizedパートナーは、Milestone
で高性能な映像オソリューションを構
築するための基本的なリソースと特典
を利用できます。

Milestone Advanced
パートナー
Milestoneの技術認証やセールストレー
ニングを通じて高度な能力を身につけ
たパートナー向けの階層です。

この階層は、ディスカウント率が高
く、XProtectやMilestone Husky IVO™
機器などのMilestoneの全製品だけで
なく、テクニカルサポートやプロジェク
トディスカウントの優先利用など、市場
開拓の成功を支援するリソースとインセ
ンティブを利用できます。

Milestone Premier 
パートナー 
最も多くのトレーニングと認証を受けた、
生産性が高く、Milestoneへの投資が多
いパートナー向けの最上位階層です。

年1回の共同事業計画を通じた市場開拓
活動で当社と協業します。Milestoneグ
ローバルビットデスクへの優先アクセス
や、新たな累進リベートプログラムの参
加資格などの有利な特典があります。

AUTHORIZED
パートナー

パートナープログラム

パートナー
ADVANCED

パートナープログラム

PREMIER
パートナー

パートナープログラム

プログラム構成 
新たなプログラムの目的は、透明性を高め、既存および潜在的な顧客に、
パートナーの専門知識と経験を売り込めるようにすることにあります。
新たなパートナープログラムには、3つの階層があります。 
Authorized、Advanced、Premier。各階層の参加資格は、 
パートナーの当社に対するエンゲージメントレベルと生産性に 

基づきます。トレーニングを完了し、認証を受け、より高い 
レベルの売上を達成すると、プログラム階層内でステータスが 
向上し、特典とサポートの道が開かれます。
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国レベルのパートナーステータス

= PREMIER

国レベルのパートナーステータス
PREMIER

拠拠点点  AA

取得認証 売上

国レベルのパートナーステータス
PREMIER

拠拠点点  CC

取得認証 売上

国レベルのパートナーステータス
PREMIER

拠拠点点  BB
本社所在地（国）

取得認証 売上

総取得認証数

総売上実績

国内拠点の合計による 
パートナーのステータス 
最上層の特典に対する柔軟性を高め、簡単に獲得できるようにする
ため、パートナーのステータスは、個々の拠点ではなく、国内拠点の
合計に基づくことになります。
これは、プログラムの階層の適格性が、パートナーの国内拠点すべての売上実績と技術認証の組み合わせによって決定される
ことを意味します。パートナーの拠点が1つの国に3つある場合、認証の数と個々の拠点の総売上の合計によって、パートナーの
階層ステータスが決まります。この階層の割り当て方法により、パートナーはビジネスに投資する方法と場所を選択できます。
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プログラムの要件 
パートナープログラムの要件は累進的です。つまり、階層が高くなるほど、 
リソースと特典の資格を獲得して維持するためにパートナーが満たさなけ
ればならない要件が多くなります。トレーニングと認証の要件は世界的に
統一されていますが、販売売上の要件は地域によって異なります。これは
世界の各地域に適用される客観的な基準に基づいています。

Milestone Partner Program規約の承諾

年間売上しきい値要件（国レベル）

新規パートナートレーニングの実施

年次セールストレーニングの実施

Milestone Certified Design Engineer（国レベル）

Milestone Certified Integration Technician（国レベル）

Milestone Certified Integration Engineer（国レベル）

年次ビジネスプラン

Milestoneブランディングアラインメント

売上のしきい値要件の詳細は、 
MilestoneまたはMilestone 
担当窓口にお問い合わせください。

AUTHORIZED

ADVANCED

PREMIER

売上のしきい値について：
プログラムに参加するには、すべてのパートナーが年間販売売上の最
小要件を満たす必要があります。売上高は暦年内で発生した総純収
益によって測ります。各階層にはそれぞれしきい値があり、しきい値
は地域によって異なります。
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トレーニングと認証 
顧客に対するパートナーの能力を高め、実証するには、またAdvancedおよ
びPremier階層ステータスに進むには、トレーニングを実施し、技術認証
を受ける必要があります。

新規パートナー 
トレーニング

新規パートナートレーニングは、パートナ
ー向けのリソースの概要から、Milestone
製品や取得可能な認証、製品の注文方法
まで、Milestoneとの協業についてご理
解いただくためのものです。

年次セールス 
トレーニング

年次セールストレーニングはパートナーに
Milestone製品を販売するために必要な
実践的な知識を提供します。また、市場動
向、販売手法、顧客からの異議に対する対
処方法に関するガイダンスを提供します。

技術認証

AdvancedとPremier階層の資格を得るに 
は、パートナーは一連の技術認証を受ける 
必要があります。技術認証は、パートナー 
がMilestone製品の実装とサポートに関す 
るトレーニングを受けているを保証しま 
す。認証によって、顧客にパートナーの能力 
を実証することができます。

設計エン
ジニア 統合エンジニア

統合テクニシャン
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主な要件

年次ビジネスプラン 
Premierパートナーは、ビジネスを発展させる方法に関する専門
的なサポートを受けることができます。これには、Milestone担
当者と一緒に作成した年次ビジネスプランが含まれ、目的や事業
目標、トレーニング、認証の必要性を含む市場開拓活動の詳細
が記載されています。

ブランディングアラインメント 
Premierパートナーは、階層レベルを獲得または維持するため
に、ブランディングアラインメントに関する要件を満たす必要が
あります。これには、Milestoneや当社製品のプロモーションが
含まれます。AuthorizedおよびAdvancedパートナーも同様に行
うことが推奨されますが、必須ではありません



プログラムの特典 
Milestone Partner Programでは、パートナーの実績と顧客の成功に対 
するコミットメントに基づいて、サポートおよびリワードが提供されます。 
パートナーのMilestoneの目標と成功に対するコミットメントが大きいほど、 
利用できるインセンティブとリソースは多くなります。

階層ディスカウント 

非再販デモライセンス

XProtect Express+の販売権限 

XProtect Professional+の販売権限 

Husky IVO機器の販売権限

Milestoneの全製品の販売権限* 

セールスプロモーションへの参加 

プロジェクト割引の要件  

テクニカルサポートの優先利用 

Milestoneパートナーロケータ（パートナー紹介）への掲載  

グローバルビットデスクへの優先アクセス 

販売目標に対する累進リベートプログラム

AUTHORIZED

ADVANCED

PREMIER

階層ディスカウントの 
詳細は、Milestoneまたは
Milestone担当窓口に 
お問い合わせください。

パートナー階層ディスカウントについて：
各パートナーは、それぞれの階層に基づいてMilestone 
製品の標準ディスカウントを獲得します。

*Certified Design EngineerおよびMilestone Certified Integration Technicianの認証を取得していて、2022年7月1日
から2022年12月31日までに新たなプログラムに登録されたすべてのパートナーは、XProtectをはじめとする全製品の販売
権を取得可能です。

10   •   Milestone Partner Program



販売目標に対する 
累進リベートプログラム
Premierパートナーだけが、販売目標を達成または上回った場合に 
リベートを受け取ることができる累進リベートプログラムに参加できます。
販売売上目標を超えたPremierパートナーは、年間のMilestone売上高の最大4%のリベートを受ける資格を得ます。リベートは累 
進的です。売上が高いほど、リベートも多くなります。

ステップ1：リベートプログラムのしきい値目標を上回る
Premierパートナーが対象。リベートを得るには、最低でも前年度のMilestone
売上に対して120%の売上高が必要です。最初のしきい値目標が達成される
と、パートナーは過去1年間の売上に対して2.5%のリベートが適用されます。

100％
最低限 

売上 
目標

前年度売上 +20%

ステップ2：売上が高くなると支払われるリベートは増加する
しきい値を達成すると、プログラムリベートは累進的となります。つまり、Premierパートナーの
売上が高いほど、年間のリベートも増加します。パートナーが目標の150%を達成するというこ
とは、最高のしきい値を達成します。この最高水準では、過去1年間の売上に対して4%のリベー
トが提供されます。

達成売上

100％
80%

2.5%
3%

4%

120%
100％

180%
150%

150%
125%しきい値に対する割合

昨年度の総売上に対する割合
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主なメリット

プロジェクトディスカウント 
PremierおよびAdvancedパー
トナーには、標準階層ディスカ
ウントに加えてプロジェクトデ
ィスカウントの資格を得ること
ができます。プロジェクトディス
カウントには条件と制限があり
ます。詳細は、Milestone担当
窓口にお問い合わせください。

テクニカルサポートの優先
利用
PremierおよびAdvancedパー
トナーには、特別なサポートを
利用できます。

Milestoneテクニカルサポート
は、意思決定指標を使い、階層
と重要度に基づいてインシデン
トに優先順位を付けます。

グローバルビットデスクへの
優先アクセス
Milestoneグローバルビッドデ
スクは、APMP（Association 
of Project Management 
Professionals）のベストプラ
クティス、プロセス、ツールを
実装するチームです。全ての 
パートナーはPremierパートナ
ー向けの優先アクセス権でサ
ポートを要求することができ
ます。

Milestoneパートナーロケー
ター（パートナー紹介）
AdvancedおよびPremierパー 
トナーは、Milestoneパートナ
ーロケーターに登録されます。 
顧客は、MyMilestoneアカウン
トプロフィールに従って、パー
トナーのステータス、取得した
技術資格、連絡先情報を知る
ことができます。
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ベストソリューションの基礎 
世界をリードするXProtect®VMSは、Milestoneが提供する主力製品で
す。世界50万以上の顧客サイトで実証されています。
 顧客がかつてないほどの事業成果を達成できるようにするた
めに、パートナーはリソースやトレーニングを独占的に利用で
きます。

XProtectは、映像ソリューションに求められるあらゆる要素を 
完璧に組み合わせた監視カメラ管理ソフトウェア（VMS） 
プラットフォームです。スマートマップやXProtect Rapid  
REVIEWフォレンジック分析などの主要機能に加え、この 
オープンプラットフォームの柔軟性により、当社の 

テクノロジーパートナーのグローバルコミュニティの 
ソフトウェアやハードウェアを統合することができます。

すべてのパートナーは、Milestone XProtect Essential+、 
XProtect Express+、 XProtect Professional+の販売資格
だけでなく、認証がなくても、XProtectがプリインストールさ
れたHusky IVO機器を販売資格も得ます。Advancedおよび
Premierパートナーは、ハードウェアを含む全製品の販売権限
があります。

無料

最大8台のカメラをサ
ポートし、小規模の企
業に最適です。

最大48台のカメラ
をサポートし、比
較的に小規模で拠
点数が1つ、基本
的なセキュリティ
を必要とする施設
向けです。

サポートされるカメラお
よびサーバー数は無制
限です。複数の拠点があ
り、インシデントを速や
かに特定し対応する必要
がある企業に最適です。

サポートされるカメラ
およびサーバー数は無
制限で、映像の整合性
をend-to-endで保護
する必要がある大規
模な施設向けです。

サポートされるカメラお
よびサーバー数は無制限
で、最上級の状況認識機
能を必要とする、高度な
安全対策が施された、 
ミッションクリティカル 
な施設向けです。
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Milestoneサポートチーム
Milestoneのサポートは、さまざまな問題やニーズに対する支援をパートナーに提
供する専門家チームです。パートナーは、専用サポートポータルおよびツールにア
クセスすることもできます。

テクニカルサポートポータル
Milestone Careポータルでは、サポート 
ケースをオンラインで表示、管理すること
ができます。

Deployment Assistantツール
展開および文書化を簡単に行うための 
ツールです。このツールを利用することで、 
システムのパフォーマンスを最適化し、 
顧客満足を確実に達成することができます。

ソフトウェアのダウンロード
必要なバージョンと言語のMilestoneソフ
トウェアおよびデバイスパックを簡単にダ
ウンロードできます。

無料デモ
パートナーや顧客向けの無料のライブデ
モを申請してください。ライブ環境での
Milestone XProtectとサードパーティー
の統合などのデモがあります。

無料テストライセンス 
パートナーのオフィス環境でMilestone 
XProtect VMSアを使用した時の可能性を
探って、評価してください。

Milestone Marketplace 
グローバルMarketplaceで数回クリック
するだけで、次のプロジェクトに適したソ
フトウェア、ハードウェア、テクノロジー 
パートナーを見つけることができます。

販売リソース
パートナーは、ツール、リソース、専門家のアドバイスを利用して、販売を優位に進
めることができます。販売リソースの例：

パートナーサポートとリソース 
このパートナープログラムは、Milestoneとのビジネスをシンプルかつ収益性
の高くするために設計されました。これらのツールやリソースをまとめたこと
の目的は、販売や市場開拓の成功を支援するばかりでなく、パートナーによ
るMilestone製品のインストールやサポートを支援することにあります。
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マーケティングサポート
パートナーのビジネスを発展させ、新たなビジネスチャンスを開拓するための各種
マーケティングツールおよび情報資産が用意されています。

パートナーマーケティングキット
パートナーキットを利用することで、ウェブ
サイト、ニュースレター、ソーシャルメディ
アなどですぐに使えるメッセージ、画像、
使用アイデアでMilestone製品の販売を支
援することができます。

パートナープログラムの資産
バッジがあることで、見込み客に対して能
力を売り込み、次の導入プロジェクトで 
パートナーとして選ばれる可能性を高める
ことができます。

カスタマーストーリー
カスタマーストーリーは、ソリューションの
成功、有効性、可能性の実例を提供する、
価値ある資産です。Milestoneは、カスタ
マーストーリーの作成をお手伝いします。

ラーニングリソース：
Milestoneはまた、各種のナレッジベース構築とセルフサービスも提供しています。

eラーニング
Milestoneソリューションの設計・構成・
管理に関する無料の自習型トレーニング 
65以上のコースがあります。

ドキュメントポータル
数クリックの簡単な操作で、製品、アドオ
ン、トレーニングに関する技術文書を探す
ことができます。

ナレッジベース 
Milestoneの専門家による技術的な問題
に関する記事の投稿、意見交換、よくある
問題の解決が行われるフォーラム  
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Milestone Systemsについて
Milestone Systemsは、セキュリティの内外
でデータ駆動型の映像テクノロジーソフト
ウェアを提供する大手プロバイダーであり、
安全性の確保、情報資産の保護、ビジネス
効率の向上の方法を世界が理解できるよ 
うに支援します。Milestoneは、世界の 

50万以上のサイトで実証された信頼の 
おける拡張性のあるソリューションで、ネッ
トワークビデオテクノロジーの開発と利用
におけるコラボレーションとイノベーション
を促進するオープンプラットフォームを可
能にします。

1998年に設立されたMilestoneは、キヤノ
ン株式会社のグループ会社です。

詳細は、www.milestonesys.com/ 
をご覧ください。

顧客に最高品質を提供する当社
の取り組みに参加してください。
Milestone Partner Programについてのお問い合わせは、milestonesys.com
をご覧いただくか、Milestone担当窓口にお問い合わせください。


