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Citrix Service Provider（CSP）プログラムガイド 

はじめに 

 

Citrix Service Provider（CSP）プログラムへようこそ！ 

本プログラムガイドは、CSP プログラムの重要事項、パートナーのメリット、および本プログラムに

関連するコンプライアンス条件を一度に理解いただくための資料です。 

この『Citrix Service Provider プログラムガイド』（以下『プログラムガイド』）は、新規 CSP 申し込み

の際の必須ドキュメントとして内容を理解いただけると幸いです。 

ご質問、ご意見、ご提案などは csp@citrix.co.jp でいつでも受け付けております。 

 

有効日： 2021 年 4 月 1 日【日本語版 Rev.1.0】 

 

 

 

 

 

• 本書は、CSP に加盟する企業とシトリックスの間に交わされる『Citrix Service Provider Agreement』（以下

『CSP 契約』）と併せてお読みください。Citrix Service Provider プログラム（以下「CSP プログラム」に

より、ホスティングプロバイダー企業に対して、月単位の使用モデルに基づき、エンドユーザー（もしくは

「顧客」と表記）へのホスト型サービスの提供に使用するシトリックス製品をライセンスします。 

• 本プログラムガイドの内容と CSP 契約の条項が矛盾する場合は、本プログラムガイドの内容が優先されま

す。 

• 本プログラムガイドは、発効日より効力を持ちます。これはすべての旧バージョンのプログラムガイドに

代わるものです。シトリックスは、本 CSP プログラムの変更をプログラムガイドで通知することがありま

す。変更は、特典および条件の変更、新しい製品ラインの導入、および製品カテゴリーの変更を含みますが、

これらに限定されません。プログラムガイドで発表されたこれら CSP プログラムの変更は、日本では通知

から 60 日間で有効となります。プログラムガイドの最新バージョンは、下記にてご確認いただけます。 

www.citrix.com/csp. 

• 本プログラムガイドが拘束力を持つのは本文書に明示されている内容のみであり、リンク先の内容は含ま

れません。 

  

mailto:csp@citrix.co.jp
https://www.citrix.com/partner-programs/service-provider/
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プログラムの概要および CSP の特典 

プログラムの概要 

加盟期間 

CSP 契約で個別の合意が無い限り、CSP プログラムの加盟期間は 2 年間です。CSP 契約に基づいて

早期に解約できる承認が無い限り、加盟期間は CSP 契約の締結日（オンライン）をもって開始し、2

年後に終了します。お申し込み時に、製品ライセンスの提供を行うシトリックス認定 CSP ディストリ

ビューター1 社を決定していただきます（複数選択は不可）。一度選択した CSP ディストリビューター

は加盟期間中に変更することは原則できません。 

シトリックス製品へのアクセス 

CSP プログラムの加盟期間中は、シトリックスの製品およびサポートサービス（CSP 契約で定義され

ている CSP プログラムに基づいて利用可能となるもの）へのアクセス権が加盟パートナーに付与され

ます。ソフトウェアによるサービスの提供は、CSP 契約で規定されている禁止国を除き、世界的な規

模で許可されます。本文書では、加盟パートナーがそれに対するアクセス権を持つ製品/サポートサー

ビスを「Citrix 製品」と呼びます。 

SaaS オファリングの利用は、https://www.citrix.co.jp/buy/licensing/agreements.html に規定されてい

る Citrix Terms of Service（Citrix のサービス条項）（同書で参照されているように、

https://www.citrix.co.jp/buy/licensing/saas-service-descriptions.html で規定されている Citrix Services 

Description（Citrix サービスの説明）を含む）に従うものとします。基本的な CSP 契約（本プログラ

ムガイドに示されている条項を含む）は、相反する条項が Citrix Terms of Service に含まれている場

合、その条項に優先するものとします。CSP は、Citrix Terms of Service に規定されているように、

SaaS オファリングの利用とエンドユーザーによる SaaS オファリングの利用の両方を目的とする

「顧客」とみなされます。 

使用権 

CSP プログラムは、加盟パートナーにサービス配信インフラストラクチャの土台としてシトリックス

製品の「使用権」を付与し、該当する場合には月額制の「アクティブサブスクライバー」価格とライセ

ンスモデルを柔軟に利用できるようにします。加盟パートナーは本プログラムで提供される最新バー

ジョンのシトリックス製品を用いてサービスを構築します。サービス構築初期のいかなる支払いも必

要とせず、月間のエンドユーザーによるライセンス使用量またはアクティブアカウントに対する支払

いだけが発生します。 

注）CSP プログラムの要件で定義されている通り、CitrixCall Home プログラムに参加するには、すべ

てのライセンスサーバー上に Citrix License Usage Insight Services が必要です。 

シトリックスは 2 つの使用モデルを提供します。 

1.  アクティブサブスクライバー：当該月に CSP サービスを利用するためにログインする顧客。 

2.  プロビジョニング：シトリックス製品のライセンスが顧客に割り当てられ利用できる状態。 

CSP プログラムでは、シトリックス製品は以下に示す月額制の使用モデルで提供されます。 

注）CSP ライセンスでは現時点で同時実行アクセスライセンス（CCU）を提供していません。すべての Citrix Virtual 

Apps および Desktops の CSP ライセンスにおいて、User/Device モデルによる構成を適用してください。シト

リックスは必要に応じて、CSP に告知した上でその他の利用モデルを提供する場合があります。 

  

https://www.citrix.co.jp/buy/licensing/agreements.html
https://www.citrix.co.jp/buy/licensing/saas-service-descriptions.html
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利用モデルの定義 

1. アクティブサブスクライバー  当該月に CSP サービスを利用するためにログインする顧客。 

2. プロビジョニング  シトリックス製品のライセンスが顧客に割り当てられ、利用出来る状態で

提供されること。Content Collaboration のプロビジョニングユーザーは、加

盟パートナーが Content Collaboration プロビジョニングフォーム

（Cognito ドキュメント）に記入してユーザーに割り当てたときと定義さ

れます。リクエストが完了すると、サブスクリプションは月次でレポート

され、支払われます。Citrix Cloud を通じてプロビジョニングされた場

合、リクエストされたすべてのユーザーに関して支払う必要があり

ます。 

 

新製品ファミリー名 旧製品名 使用モデル 従量基準 定義 

Virtual Apps and Desktops XenApp アクティブ 

サブスクライバー 

ユーザーログイン 1 

Virtual Apps and Desktops XenDesktop アクティブ 

サブスクライバー 

ユーザーログイン 1 

Virtual Apps and Desktops Workspace Suite プロビジョニング プロビジョニング 

対象ユーザー 

2 

Endpoint Management XenMobile プロビジョニング プロビジョニング 

対象ユーザー 

2 

Endpoint Management XenMobile / Citrix Cloud（シトリッ

クスにより一般提供されているま

まの状態でのみ利用可能） 

プロビジョニング プロビジョニング 

対象デバイス数 

2 

Content Collaboration ShareFile / Citrix Cloud プロビジョニング プロビジョニング対象

ユーザー数 

2 

Citrix ADC NetScaler VPX プロビジョニング プロビジョニング 

対象仮想マシン数 

2 

Citrix SD WAN NetScaler SD WAN VPX プロビジョニング プロビジョニング 

対象仮想マシン数 

2 

Citrix Hypervisor XenServer プロビジョニング プロビジョニング 

対象仮想マシン数 

2 

Citrix Hypervisor XenServer プロビジョニング 物理サーバー数 2 

Citrix Hypervisor XenServer プロビジョニング 合計 2 ソケット 

接続 

2 
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新製品ファミリー名 旧製品名 使用モデル 従量基準 定義 

全ての Citrix Cloud 製品  プロビジョニング プロビジョニング 

対象ユーザーもしくは

インスタンス 

 

シトリックス・オンプレミス製品の等級別ディスカウント* 

月単位で下記のボリューム条件に該当する CSP パートナーに対し、指定したシトリックス製品のディ

スカウントレベルの一覧表が適用されます。 

Virtual Apps and Desktops、Content Collaboration 

 Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 

ディスカウントレベル 0～5,000 5,001～15,000 15,001～30,000 30,001～60,000 

ディスカウント率 0% 15% 25% 35% 

Citrix ADC、Citrix Hypervisor（バージョン 6.1 以前） 

 Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 

ディスカウントレベル 0～500 501～1,500 1,501～3,000 3,001～ 6,000 

ディスカウント率 0% 15% 25% 35% 

Citrix SD WAN VPX 

 Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 

ディスカウントレベル 0～25 26～50 51～100 101～500 

ディスカウント率 0% 15% 25% 35% 

Citrix Hypervisor (6.2 以降) 

 Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 

ディスカウントレベル 0～50 51～150 151～300 301～600 

ディスカウント率 0% 15% 25% 35% 

Citrix Cloud製品の階層型ディスカウント* 

 Cloud Tier 1 Cloud Tier 2 Cloud Tier 3 Cloud Tier 4 

階層型ディスカウント 1～2500 2501～7500 7501～15000 15001～30000 

各階層ディスカウント率 0% 15% 25% 35% 
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* CSP ディストリビューターは、各 CSP パートナーの利用量に応じたディスカウントレベルを確定します。 

サーバー環境 

加盟パートナーは、以下の条件に基づき、マルチテナントサーバーまたは専用サーバー環境において、

オンサイト（CSP 所有、CSP からのリース、または顧客所有のハードウェア）またはオフサイト（ク

ラウド環境）でシトリックス製品をホスティングする権利を有します。 

• 加盟パートナーがライセンスサーバーの管理と制御を実施する。 

• CSP 製品のホスティングと CSP ライセンスおよびプロビジョニング専用のサーバーである。 

• 顧客はこれらの専用ライセンスサーバーにアクセスせず、ホスティングされるシトリックス製品

に直接アクセスせず、CSP サービスのプロビジョニングには関わらない。顧客による Citrix 

Director/Studio へのアクセスは許可される。 

• シトリックスのソフトウェアは、CSP プログラムによって取得された CSP ライセンスを使用してライセ

ンスされています。 

• SaaS オファリングの場合、使用条件は Services Description に準拠します。 

 

• 注意：CSPパートナーは、CSP契約および CSPプログラムの基で CSP製品を再販売すること

は許可されていません。 すべての CSP製品は、このプログラムガイドに記載されているガイド

ラインおよび要件に基づいて CSPパートナーによってホスティングされる必要があります。 明

確にするために、すべてのソフトウェアライセンス、SaaSサブスクリプション、およびハード

ウェア購入は CSPパートナーの名義になっています。CSPパートナーは、CSP製品に基づく CSP

のサービスを直接または再販業者（すなわち販売代理店）経由で再販することが認められていますが、基本

的な CSP製品を再販することは認められていません。 

サーバーソフトウェアとクライアントソフトウェア 

加盟パートナーは、物理または仮想オペレーティングシステム環境において、任意の数のデバイスで、

任意の数のサーバーソフトウェアまたはクライアントソフトウェアのインスタンスを実行し使用する

権利を有します。また、CSP 契約で許可されているように、加盟パートナーは、CSP サービスにアク

セスできるようにするためにクライアントソフトウェアを顧客に配布する権利も有します。 ただし、

加盟パートナーはサーバーソフトウェアのインスタンスを第三者に配布することはできず、配布でき

るのは CSP 契約で許可されているクライアントソフトウェアのみとなります。 

 

さらに、CSP は以下の権利を有します。 

• CSP 契約で許可されているソフトウェアのインスタンスを実行する権利を行使することのみを

目的として、サーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアのインスタンスをサーバー

または記憶媒体に保存すること。 

o ホスティング環境においては、シトリックスの永久および/または年間ライセンス製品が、

内部使用または CSP サービスのプロビジョニング以外のホスティング目的で使用されて

いる環境と、明確に切り離されていなくてはなりません。 

• 災害復旧や実証／テスト環境の目的で、ライセンスサーバーを含むプロダクション環境のミラー

を作成すること。 

• 単一アプリケーションデリバリー: 単一アプリケーションデリバリーのレポート SKU により、

シトリックスの CSP 価格表で CSP Premium 製品に分類されているシトリックス製品(Citrix 

Virtual Apps Premium Single Application)が利用できるようになります。これは単一の実行形式ア

プリケーションをエンドユーザーに提供するためだけに利用できます。なお、デリバリーされた
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単一アプリケーションがレポートや解析などのために他のアプリケーションを利用する場合、他

のアプリケーションが単一アプリケーションの一機能としての使用が許可されている場合に限

り、単一アプリケーションのライセンス範囲内とみなされます。シトリックス製品の使用を通じ

て追加のアプリケーションがデリバリーされる場合は、単一アプリケーションの SKU(Citrix 

Virtual Apps Premium Single Application)ではなく、標準のレポート SKU を使用してください。 

CSPによる社内業務利用：CSP プログラムは、エンドユーザーが CSP サービスの利用を通じて Citrix

テクノロジーにアクセスできるようにすることを主な目的として提供されるパートナー向けプログラ

ムです。Citrix ライセンスおよび/またはサブスクリプションを社内業務利用のために必要としている

CSP パートナーは、そのような Citrix ライセンスおよび/またはサブスクリプションの利用が CSP エ

ンド顧客の月次使用量全体の 25%を超えない限り、CSP サービスの受領を通じてそのようなライセン

スやサブスクリプションを利用できます（ただし、この要件は、CSP の最初の契約期間の最初の 12 ヶ

月間は免除されます）。この 25％の社内利用上限には、CSP が CSP の関連会社の社内業務を目的とし

て CSP サービスを提供することも含まれます。ここでの「関連会社（Affiliate）」とは、CSP を支配す

る事業体、CSP と共通の支配下にある事業体、または CSP により支配されている事業体を意味しま

す。そして、ここでの「支配（control）」とは、直接的または間接的に事業体の株式の過半数を所有す

ること、または所有者に当該事業体の業務を指揮できる権利を与えるようなその他の持分を所有する

ことを意味します。CSP パートナーによる社内業務利用量がこの 25%の上限を超えた場合、シトリッ

クスは当該 CSP パートナーの CSP 契約を解除することがあります。 

CSP Partner USEライセンスおよび Not for Resale（NFR）ライセンス： 

CSP パートナーは、CSP ライセンスの一部を、本番環境の開発、テスト、およびデモンストレーション用

として追加費用なしで使用することができます。この無料ライセンス数は、CSPパートナーの有料ユーザー

数の 3％を超えることはできず、CSP パートナーが前暦年に保有する有料ユーザー数の平均値で計算され

ます。 新規CSP パートナーの場合、このライセンス数はCSP パートナーが想定する翌年の有料ユーザー

数の最大 3％になります。これらのライセンスは、記載されている用途にのみ適用され、有料ユーザーであ

る社内のビジネスユーザー（前項に記載されているもの）には適用されません。 

政府機関および教育機関向け価格設定： 

CSP パートナーが、Education プログラムや GELA プログラムをエンドユーザーに適用する場合、オ

ンプレミスライセンスの特定の政府期間および教育機関向けの SKU を利用することができます。その

際、CSP パートナーは、すべての政府機関および教育機関のエンドユーザーの名称、住所、連絡窓口

をシトリックスに伝える必要があり、そのようなエンドユーザーが Education プログラムや GELA プ

ログラムの適用対象であることを保証する責任を負います。 

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azure: 

CSP パートナーは、このプログラムガイドの 4 ページに記載されているサービス利用規約に従って、

SaaSオファリングのCitrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azureを購入することができます。

このサービスの購入で提供される Azure の容量を超えた場合、その超過分は CSP パートナー専用の

Citrix Cloud ダッシュボードで確認することができます。 CSP パートナーは、事前にこのダッシュボー

ドをチェックして、超過分を月次レポートおよび発注書に含め、該当する月額料金を支払う責任があ

ります。 

国別使用制限： 

タイ、カンボジア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国、中国、インド、ベトナム、台湾、

シンガポールで製品を購入する場合、これらの製品の使用は、購入した国内のエンドユーザーへのホ

スティングおよびホスティングサービスの提供に限定されます。 
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CSP の特典 

特典の概要 

特典 利用可否 

評価用ソフトウェア 利用可 

テクニカルサポート 利用可 

バージョンアップグレードおよび機能アップデート 利用可 

CSP に特化したリソースの SalesIQ での提供 利用可 

ライセンス使用管理サービス(License Usage Insights Service:LUI)の提供 利用可 

CSP 向けに提供される特典 

評価用ソフトウェア 

シトリックス製品（SaaS は除く）を使用して、商談中の顧客や既存顧客による最長 30 日間の無償評

価サービスを提供します。トラッキングと監査のために、これらの評価ユーザーを標準の使用量レポー

ト（Usage Report）に記載する必要があります（レポートの手順およびツールの詳細は、On-Boarding 

Guide を参照してください）。 

• 顧客に有償評価を提供する場合、または 30 日を超える評価を提供する場合は標準価格が適用さ

れます。 

• 評価用ソフトウェアの使用は CSP 契約で規定されている評価用使用条件に基づきます。 

• SaaS オファリングのトライアル用サブスクリプションの利用可能性については、当該時点で最

新の Citrix Terms of Service に規定されている条項に従うものとします。 

テクニカルサポート 

加盟パートナーは、「最小限度額」に達している限り、Citrix Customer Success Services の Select オ

ファリング1（「Select」）を無料で利用できます。最小限度額は、加盟パートナーが各自のシトリック

ス認定 CSP ディストリビューターを通じてシトリックスに支払う 1 つの四半期における毎月の支払

い額が$300 以上、もしくは 1 つの四半期における支払い合計額が$900 以上になります。最小限度額

は次の条件のいずれかを満たす必要があります。1) 現在のシトリックスの価格表に照らして計算され

た実際の使用量に基づいていること、または 2) 各自がシトリックスにより指定された各地理的リー

ジョン向けに提出するレポート毎の各報告リージョンにおいて達成されること。加盟パートナーが提

出したレポートで、前四半期において最小限度額を満たしているかまたは超えていることが示されて

いる場合、同パートナーは次の四半期を通じて Select を追加料金なしで利用できます。この金額は四

半期ベースで計測されます。上記に関わらず、SaaS オファリング用に提供されるサポートは Services 

 

1 加盟パートナーが利用できる Select は、本プログラムガイドの「別紙 1」に明記されている追加の指標に基づく、365 日

24 時間無制限の電話および Web サポート（日本語でのサポートは国内営業日、営業時間内）です。使用されるすべてのサ

ポート案件は、CSP サービスの提供に使用されるホスティング環境のサポートでなくてはなりません。加盟パートナーがここ

に明記されているサポートガイドラインに従わない場合、シトリックスはサポート活動を見直して本特典を取り消す権利を有

します。 

https://citrix.sharefile.com/share/view/s0b3621b98514e14b
https://citrix.sharefile.com/share/view/s0b3621b98514e14b
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Descriptions で規定されており、最小要件は SaaS オファリングには適用されません。 

加盟パートナーが Select を受け取っている場合、Select に含まれている多数の新製品およびサービス

機能への独占的アクセス権も受け取ることができます。これらの機能には、業界最短クラスの応答時

間の提供、詳細な専門知識にアクセスすることで配備からアップグレードに至るまであらゆる事項に

ついて計画する機能、シトリックスの商用 e ラーニングの全カタログへのアクセス権をはじめ、コン

サルティングのベストプラクティスへのアクセス権、最適化、設定、基本的な監視を支援するための

ツールやクラウドソリューションが含まれています。これらの機能と説明の完全な一覧については、

www.citrix.com にある「Select Fact Sheet（ファクトシートの選択）」をご覧ください。 

Select の受け取りを通じてテクニカルサポート特典を享受する方法については、citrix.com の「Select 

Onboarding」ページをご覧ください。また、Partner Central 上で Select のケースを作成し表示するこ

ともできます。 

 

前四半期の最小限度額を満たしていない場合、サポートサービスを受けることはできません。 その場

合、CSP 向けの Select オファリングを別途購入頂きます。 

 

バージョンアップグレードおよび機能アップデート 

ライセンスされているシトリックス製品の最新のバージョンアップグレードおよび製品機能アップ

デートが提供されます。新しいバージョンに切り替えるための追加費用は一切必要ありません。 

CSPに特化したリソースの提供 

SalesIQ のこのページ (英文)は、一元管理された豊富な CSP に特化したのリソースを提供します。 こ

こでは、高度に差別化されカスタマイズされたソリューションを構築するために必要な技術的および

ビジネス上のリソースを見つけることができます。 毎月の Pay-as-you-go ライセンス、ポートフォリ

オに追加できるその他のサービスの詳細、参照アーキテクチャ、規範的なビジネスおよびマーケティ

ングリソースに関する詳細をご覧いただけます。 

ライセンス使用管理サービス(License Usage Insights Service:LUI)の提供 

LUI の詳細については、「CSP プログラム要件」を参照してください。 

Citrix ライセンスの取得 (Citrix License Retrieval) 

Citrix Service Provider(CSP)パートナー契約が締結され、資格情報を受領後、次の手順に従って、Citrix 

Partner Central にログオンし、Citrix License Retrieval ツールにアクセスして、必要なライセンスを申

し込むことができます。このツールを使用して、環境構築または補足するために必要となるライセン

スを取得することができます。 

ご注意：Citrix Endpoint Management、WorkSpace Suite、Citrix Content Collaboration、Citrix SD-WAN

のハードウェア、および Citrix Cloud に関しては、担当の CSP ディストリビュータに 0(ゼロ)ドルの発

注書を提示頂く必要があります。 

   

Citrix License Retrieval ツールの手順は次のとおりです。 

以下のリンクと資格情報を使用して Partner Central にログインします。 

https://www.citrix.com/partnercentral/home.html 

https://citrixpartner.gosavo.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fCustomPage%2fView.aspx%3fid%3d41788988&id=41788988
https://citrixpartner.gosavo.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fCustomPage%2fView.aspx%3fid%3d41788988&id=41788988
https://www.citrix.com/partnercentral/home.html
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⚫ 操作手順：Licensing>Renewals and Extensions>Manage My Licenses> Citrix Service 

Provider License Retrieval  

⚫ このツールを使用して、以下の「ユーザーガイド」の手順に従って 1:1 の比率でライセン

スを注文することができます。例：1000 は 1000 ライセンスに相当します。以下は、Citrix 

Service Provider License Retrieval のユーザーガイドです。 
⚫ CSP Citrix Cloud Licensing Guide 

⚫ CSP On-Premises Licensing Guide 

https://citrix.gosavo.com/Document/Document.aspx?id=43796461&view 

（本資料の日本語版は CSP 担当者にお問い合わせ下さい。） 

メンバーシップのレベル 

CSP プログラムには、3 つのメンバーシップレベルがあります。 

各メンバーシップレベルの CSP プログラム特典と要件は次のとおりです。 

 

パートナーの階層 要件 特典 

CSP Premier(プレミア) CSP Preferred(プリファード)の要

件に加えて下記が必要となります。 

⚫ レベルに応じた毎月の循環収益

(MRR)*基準に達する必要があり

ます。 

(MRR: Monthly Recurring Revenue) 

CSP プリファードの特典に加えて

下記が提供されます。 

⚫ Citrix Ready Program の参加資格

（有償） 

⚫ ファンド(SDF)の提供（申請およ

び承認が必要） 

CSP Preferred(プリファード) CSP Member(メンバー)の要件に

加えて下記が必要となります。 

⚫ レベルに応じた毎月の循環収益

(MRR)*基準に達する必要があり

ます。 

CSP メンバーの特典に加えて下記

が提供されます。 

⚫ ファンド(SDF)の提供（申請およ

び承認が必要） 

CSP Member(メンバー) ⚫ CSP Learning Path(英語版)の受

講を完了すること。 

⚫ 利用する製品分野に関わる技術

認定資格（有償） 

⚫ CSS の提供（提供基準が満たされ

ている場合） 

⚫ セルフサービスのマーケティン

グ支援 

⚫ パートナーロケーターへの登録 

⚫ リファレンスアーキテクチャへ

のアクセス 

 

*CSPプログラムの対象となる注文 

下記は、各 CSP プログラムの各パートナー階層の要件達成とリベート支払いについて、CSP プログ

ラムで対象/非対象となる注文の一覧です。 

  

https://citrix.seismic.com/Link/Content/DC2Mr99f8M2UunWH2AuohpIg
https://citrix.seismic.com/Link/Content/DCsD3GSbMxikyLP-mB0Y3S3A
https://citrix.gosavo.com/Document/Document.aspx?id=43796461&view
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CSPプログラムの対象となる注文 CSPプログラムの対象とならない注文 

オンプレミスの CSP ライセンス、またはプロビジョニング

された CSP Citrix Cloud の月次使用料の注文。 

永久ライセンスを CSP ライセンスに移行するために、年 1

回または四半期ごとに前払い(upfront)する注文。 

 コミットされた使用拡大計画に基づいて、年単位または四半

期単位に前払い(upfront)する注文。 

 支払い不足の月次使用総量の回収するためのコンプライア

ンスに関する注文。 

 毎月の循環収益(MRR)とならない注文。 

 

 Member Preferred Premier 

月次収益要件 無し 
$3800.00 (US/EMEA/CAN)  

$2500.00 (LAC/APJ)  

$14,000.00 (US/EMEA/CAN)  

$7000.00 (LAC/APJ)  

業績評価プロセス 

プログラムメンバーシップのレベルは、以下を基に毎年 1 月に設定されます*： 

- CSP パートナーに必要な技術認定資格を取得しているか。 

- 前年の Citrix 製品売上の月次報告状況（サービスは含まない）はどうか。 

- 同じ国内にある複数支店の販売目標達成の全体的目標に対する貢献度はどれくらいか。 

注：パフォーマンスの認定には、このプログラムガイドの CSP プログラムの対象となる注文のセクションで定義されて

いる毎月の循環収益(MRR)のみが含まれます。 

- 収益要件は満たしているが、技術認定資格を必要とする CSP パートナーには、認定資格を取得する必要があ

ることが通知されます。 

- CSP パートナーは、次の条件に基づいてメンバーシップレベルのアップグレードの資格を得ることができま

す： 

• シトリックスは、現在の認定状況を確認するために、前四半期の月次報告に基づいて、四半期ごとに CSP パートナー

のパフォーマンスレビューを実施します。 

• CSP パートナーがメンバーシップ会員資格のアップグレードを受ける資格がある場合、次の四半期から新しい会員資

格に基づいたリベートを獲得する資格があることを CSP パートナーに通知します。 

• CSP パートナーがシトリックスから通知を受け取ってから 30 日以内にメンバーシップレベルの変更が行われます。 

• 新しいレベルのメリットは遡及的なものではなく、シトリックスによるメンバーシップレベルの更新時に有効になり

ます。 

• カレンダー年中にメンバーシップレベルのダウングレードはありません。 メンバーシップレベルのダウングレードは

年末に実施し、翌年のカレンダー年にそのメンバーシップレベルが引き継がれます。 

*この新しいプログラムメンバーシップのレベルの導入については、2019 年度のレベルは 2019 年 4 月 15 日に設

定されます。 

ファンド(SDF)の提供 

CSP Premier(プレミア)または CSP Preferred(プリファード)としての資格を有する CSP パートナーは、戦

略的なビジネス開発のためのファンドを受け取る資格があります。  このファンド (Strategic 

Development Funds:SDF)の提供は、CSP パートナーとシトリックス CSP 担当者の双方で策定・検討

されます。ただし、シトリックスの最新の SDF プログラム(下記リンク)のガイドラインに従います。 

戦略的なビジネス開発ファンド(SDF)について 

https://citrix.gosavo.com/Document/Document.aspx?id=47500886&view=&srlid=64131314&srisprm=False&sritidx=1&srpgidx=0&srpgsz=25
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 その他特典 

特典 利用可否 

SalesIQ 利用可 

ブランド提携に対応したマーケティングリソース 利用可 

パートナーコミュニケーション 利用可 

パートナー検索リスト 利用可 

パートナーバッジおよびシトリックスロゴ 利用可 

ライブイベント（Synergy、Summit、インストラクターによるトレーニ

ングなど） 
利用可（費用別途） 

オンデマンドのトレーニングコースおよび資料 利用可 

認定試験 利用可（費用別途） 

デモセンター 利用可（費用別途） 

Citrix Technology Professionals プログラムへの申し込み 利用可 

SalesIQ（英語版だが一部日本語で情報提供） 

Partner Central のログイン資格により、SalesIQ と呼ばれるセールスイネーブルメントプラットフォー

ムにアクセスします。SalesIQ では、以下をはじめとする豊富なコンテンツの参照が容易に行えます。 

• シトリックス製品／サービスの競争力のある価格設定に役立つ最新の全世界および日本国内で

利用可能なプロモーション 

• セキュリティとコンプライアンスに関連する主要なソリューションに関する情報 

• 業界におけるシトリックスの位置付けを効果的に行い、あらゆる対象マーケットにおいてシト

リックスが持つ競争力の強さを明確に説明するための競合情報。 

• 全シトリックス製品のベストプラクティスのデモ、概念実証（POC）キット、セットアップガイ

ド、ヒント集、裏ワザ集、テンプレートを含むデモおよび POC Central。 

ブランド提携に対応したマーケティングリソース 

CSP 向けのブランド提携に対応したマーケティングキャンペーンについては、当社の SalesIQ 上の

「マーケティング」ページをご覧ください 

パートナーコミュニケーション（一部英語で提供） 

シトリックスからの E メールは継続的な情報提供を目的としておりプログラム特典の最新情報、プロ

モーション、製品アップデート、イベントに関する最新ニュースを定期的に一定の方法で提供します。 

https://citrixpartner.gosavo.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://citrixpartner.gosavo.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fCustomPage%2fView.aspx%3fid%3d34925866&id=34925866
https://citrixpartner.gosavo.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fCustomPage%2fView.aspx%3fid%3d37654331&id=37654331
https://citrixpartner.gosavo.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fCustomPage%2fView.aspx%3fid%3d33318233&id=33318233
https://citrixpartner.gosavo.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fCustomPage%2fView.aspx%3fid%3d31135023&id=31135023
https://citrixpartner.gosavo.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fCustomPage%2fView.aspx%3fid%3d31135023&id=31135023
https://citrix.seismic.com/Link/Content/DCn8oUhTjJ7UG9YtqsRpuYCw
https://citrix.seismic.com/Link/Content/DCn8oUhTjJ7UG9YtqsRpuYCw
https://citrix.seismic.com/Link/Content/DCn8oUhTjJ7UG9YtqsRpuYCw


 

14 

ニュースレターとソーシャルメディアチャネルは、連絡を保つと同時に、双方向の対話による質問や

コメントの発信に役立ちます。 

• E メール：Update Locations, Contacts, and Memberships ツールで登録した連絡先に、シトリッ

クス製品、プログラム特典、条件変更に関する E メールが送付されます。これらの通信は、確実

に最新情報を持ってお客様に対応するという点で非常に重要なため、除外することはできません。

ただし、プロモーションやイベントに関する配信は除外することができます。注：シトリックス

プライバシーポリシーを参照してください。 

• ニュースレター：ビジネスの成長に役立つ最新情報については、毎月発行されている Partner 

News Worldwide をお読みください。米国、APAC、中央ヨーロッパ、およびその他の地域に特化

したニュースレターも発行されており、それらのバックナンバーは簡単に閲覧できるように

Partner Central にアーカイブされています。その他には、Tech News、Service Provider News、

Citrix Ready News といったニュースレターもあります。最新号およびアーカイブされた号に関

する詳細は、Partner Newsletter をご覧ください。 

• ソーシャルメディアチャネル：シトリックスパートナーの成功はシトリックスの成功でもありま

す。パートナーに提供されるチャンスをフルに活用してください。シトリックスをフォローして

最新のパートナーニュースをリアルタイムに受け取ってください。 

o LinkedIn では Citrix Partner Network で最新のパートナーイベント、リソースおよびプロ

グラムをお知らせしています。 

o Citrix on Twitter は、パートナーを中心とした以下のアカウントもあります。 

◼ @Citrix Partners：全世界のすべてのシトリックスパートナーを対象としたパート

ナーニュース 

o Facebook、Pinterest、または Google+でシトリックスとつながってください。 

o シトリックスブログをお読みください。 

パートナー検索リスト（英語版） 

本プログラムの一環である Citrix Partner Locator により、新規顧客は容易に CSP パートナーを検索す

ることができます。顧客は、国、都市またはその他の基準で検索を行えます。検索結果には、本プログ

ラムに参加している各パートナーが個別にリストされ、連絡先と保有しているシトリックス認定資格

が表示されます。顧客がオンラインフォームで問い合わせを行うと、Partner Central にリードが作成

されます。 

パートナーバッジおよびシトリックスロゴ（英語版） 

シトリックスは、加盟プログラムおよびプログラムレベル（該当の場合）を表したパートナーバッジを

提供します。CSP 契約に記されている商標使用条項に従い、パートナーバッジとシトリックスロゴを

マーケティングコラテラル（資料）やプレゼンテーションに自由に使用することができます。Partner 

Central の Badge Gallery でパートナーバッジとシトリックスロゴのダウンロード、VI（ビジュアルア

イデンティティ）ガイドラインの確認が行えます。また、Citrix Syndication に参加すると、Web サイ

トへのバッジの追加が非常に簡単に行えます。 

ライブイベント（Synergy、Summit、インストラクターによるトレーニングなど） 

ライブロードショー（説明会）、クラスルーム形式のトレーニングセッションやその他のイベントへの

参加を歓迎します。 

• Citrix Summit：仮想化、ネットワーキング、クラウドコンピューティングの最新ソリューション

について学べる世界規模のプレミアイベントです。濃密な 2 日間の技術講習、ハンズオントレー

ニングおよびマーケティングセッションにより、顧客獲得とビジネスの成長に役立つ有益な知識

https://www.citrix.com/about/legal/privacy.html
https://www.citrix.com/about/legal/privacy.html
https://www.citrix.com/partnercentral/news/partner-news/partner-news-worldwide.html
https://www.citrix.com/partnercentral/news/partner-news/partner-news-worldwide.html
https://www.citrix.com/partnercentral/news/partner-news.html
https://www.linkedin.com/company/citrix-partner-network
http://www.citrix.com/go/twitter.html
http://twitter.com/citrixpartners
http://facebook.com/citrix
http://pinterest.com/citrix
https://plus.google.com/+citrix/posts
http://blogs.citrix.com/
http://www.citrix.com/partnerlocator.html
https://www.citrix.com/partnercentral/marketing/resources/badge-gallery.html
http://www.citrixsummit.com/
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や販売スキル、競争戦略が得られます。すべてのパートナーに Citrix Summit への参加をお勧め

します。費用別途。 

• Citrix Synergy：顧客、アナリスト、パートナー、アーキテクト、コンサルタントおよび製品エキ

スパートが一堂に会し、仮想化／ネットワーキング／クラウド技術の連携によるビジネスの俊敏

性と効率化および生産性と従業員満足の飛躍的向上について紹介する世界規模のオープンカン

ファレンスです。Synergy は、プロスペクト（顧客予備軍）や顧客を同行して、シトリックスの

最新ソリューションについての情報収集、トレーニング受講、顧客成功事例の紹介を行う絶好の

機会です。費用別途。 

• シトリックスのライブトレーニングイベント：シトリックスでは、シトリックスエデュケーショ

ンで提供されるトレーニングのほかに、年間を通じて各種のパートナー限定トレーニングイベン

ト／教育セミナーを提供しています。ご都合に合わせて、オンラインのインストラクターによる

バーチャルトレーニングと世界の主要都市で開催されるインストラクターによるトレーニング

セッションをお選びいただけます。詳細については、シトリックスまたはシトリックス認定ディ

ストリビューターにお問い合わせください。 

• CALCによるクラスルームトレーニング：世界各地のCitrix Authorized Learning Center™（CALC）

で開催される認定インストラクターによるクラスルーム形式のトレーニングパスを購入して参

加します。これらのインストラクターおよび施設は常に卓越したレベルのトレーニングを提供し、

最高のクラスルーム体験を提供するための厳しい条件を満たしています。training.citrix.com（ア

メリカ、EMEA、APAC）または http://education.citrix.co.jp/（日本）で、各地で開催されるトレー

ニングの検索／登録が行えます。費用別途。 

• カスタムトレーニング：チームに特定のプロジェクト目標や環境を満たすためのトレーニングが

必要な場合は、教育コンサルタントと相談しながら効果のある独自の学習プログラムを作成でき

ます。料金はかかりますが、受講者が 7 人ほどであれば、以下のオプションでコストを節約でき

ます。 

o パートナー/お客様のシトリックス環境の仕様をもとに、シトリックスエデュケーション

が独自のカリキュラムを構築します。 

o パートナー/お客様のオフィスなど、指定された場所でトレーニングを提供します。 

o 深い製品知識と経験豊富な高いスキルを持つシトリックス認定インストラクターがト

レーニングを実施します。 

オンデマンドのトレーニングコースおよび資料（英語版が中心ですが、一部日本語で提供） 

インターネット接続を通じて、ご自身のペースとスケジュールで学習を進めるためのオンライント

レーニングコースとトレーニング資料にアクセスすることができます。 

• Enablement.citrix.com (ECC) :  プリセールステクニカルおよびセールスに関する無料オンデマ

ンドトレーニングを提供します。 最新の製品、販売および CSP チャネルのアップデートを確認

することができます。 

• elearning.citrix.com :  ハンズオンラボによるポストセールスの詳細な技術トレーニングを提供

します。SD-WAN、ShareFile およびハンズオンラボの高度なコンテンツは追加料金での提供で

すが、毎月 300 ドルを超える取引のある CSP パートナーは、Select Customer Success Services

特典パッケージの一部として、他のすべてのオンデマンドコンテンツの無料サブスクリプション

が提供されます。 

• YouTube シトリックスチャンネル：200 以上のハウツービデオや成功事例、その他さまざまなト

ピックが用意されています。 

認定資格 

シトリックスの認定資格をご活用ください。 

http://www.citrixsynergy.com/
http://training.citrix.com/mod/ctxcatalog/view.php
http://education.citrix.co.jp/
http://www.citrix.com/contact/education.html
https://www.citrix.com/login?url=https://enablement.citrix.com
https://elearning.citrix.com/%23/elearning/landing
https://www.youtube.com/channel/UCBnEJLbLEPoP_6lIZU5_qQA
https://www.youtube.com/channel/UCBnEJLbLEPoP_6lIZU5_qQA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbrnMEdPVDPUmKZu77SV8e1vhKoag4z47
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbrnMEdPVDPUmKZu77SV8e1vhKoag4z47
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbrnMEdPVDPXImtKqDHzKEbOkzjxN0BTS
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• Citrix Certified Sales Professional（CCSP）：CCSP では、シトリックスのビジョンを明確に説明

するために必要な知識や、顧客ニーズの把握、販売に関する異論の克服、ベストプラクティスの

活用によってシトリックスの中核技術の販売を成功させるために必要な知識を身に付けること

ができます。本資格取得のためのトレーニングは、365 日 24 時間いつでも無償でオンラインコー

スの受講が可能であり、テストに合格することで資格を取得します。 

• 仮想化、ネットワーキング、またはモビリティの認定資格：シトリックスの認定資格は、IT プロ

フェッショナルと IT 組織のニーズの進化を反映したソリューションごとの認定資格です。アソ

シエイト、プロフェッショナルまたはエキスパートとして認定されることにより、シトリックス

ソリューションの成功の実現に必要な実践的スキルと経験を持っているものとみなされます。認

定試験への登録は www.pearsonvue.co.jp/Clients/Citrix.aspx で受け付けています。Citrix Service 

Provider の認定要件については、本プログラムガイドの 18 ページをご覧ください。 

デモセンター 

シトリックスのクラウドネットワーキングおよび仮想化ソリューションの販売時に、プロフェッショ

ナルによるデモは非常に効果的です。しかし、ソリューションの能力および競合との差別要因をショー

ケースするために効果的で信頼性の高いデモ環境の構築は、困難でコストのかかる作業です。独自の

デモ環境の設計、構築、および（最も重要な）維持管理にトライする代わりに、シトリックスのデモセ

ンターの利用をご検討ください。 

また、世界中の SoftLayer 社のクラウドデータセンターで運用されているシトリックスのデモセンター

へのアクセスを月単位のサブスクリプションベースで購入することも可能です。これらの購入には

パートナー向けの割引率が適用されます。このモデルが経済的かつ実用的である理由は以下の通りで

す。 

• 競合に対する優位性。デモセンターはシトリックスのテクノロジーの迅速な変化に対応していま

す。これを CSP パートナーご自身で行うことは容易ではありません。 

• 資本コストの節約。独自のデモ環境（ハードウェア、ソフトウェア、人員）への資本投資と比べ、

デモセンターは非常に価値の高いものです。さらに、月単位のサブスクリプションモデルなので

計画と予算設定が容易です。 

• 生産性の拡大。通常、独自のデモ環境を管理するためには、セールスエンジニアを専任のリソー

スとして確保する必要がありますが、各 SE に自分のデモセンター環境へのアクセスを提供する

ことで、テクニカルチームの生産性をアップできます。 

• TCO 削減。継続的アップデート、ハードウェア交換、テクニカルサポート、トレーニングからビ

ジネスを解放することで、デモ実践のコストをカットします。 

シトリックスの従業員と同様のデモを行うには、無料トレーニングを完了し、デモセンターのアカウ

ントを登録し、デモセンターへのアクセスを試してから購入します。 

 

 

  

http://education.citrix.co.jp/training/freetraining.html
http://education.citrix.co.jp/training/freetraining.html
http://education.citrix.co.jp/cert/cert_map.html
http://www.pearsonvue.co.jp/Clients/Citrix.aspx
https://www.citrix.com/partnercentral/training/sales-training/demo-center-training.html
https://demo.citrix.com/
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CSP プログラムの要件 

本プログラムで提供される権利および特典を受けるには、ここで説明する CSP プログラム要件を満た

している必要があります。 

加盟時の要件 

資格 

CSP プログラムに参加するには、以下の参加資格を満たしている必要があります。 

• 顧客に向けに有償のホスティング事業を現在実施していること 

• シトリックス認定のディストリビューターまたは CSP ディストリビューターでないこと 
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認定 
必
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パートナー組織ごとに 1つの技術認定資格 

CSP が Citrix Cloud Virtual Apps and/or Desktops サービスをホスティングしている場合： 

• 1 名の従業員が Citrix Cloud Certification（CC-VAD-CC） または Citrix Cloud 

with Azure Certification（CC-VAD-MA ）を取得している必要があります。 

CSP が Citrix Virtual Apps and/or Desktops On-Premises のみをホスティングしている場合： 

• 1 名の従業員が Citrix Professional Certification in Virtualization（CCP-V）を取

得している必要があります。 

CSP が Citrix Virtual Apps and/or Desktops をホスティングしていない場合、下記に示す関連

する要件が適用されます。 

• Citrixネットワーキングソリューション（Citrix SD-WAN を含まない）をホスティン

グしている場合、1 名の従業員が CCP-N を取得している必要があります。 

• Citrix Endpoint Management（Citrix ネットワーキングまたは Citrix Virtual 

Apps/Desktops ではない）をホスティングしている場合、1 名の従業員が CCP-M ま

たは CC-CEM を取得している必要があります。 

• Citrix Content Collaboration のみをホスティングしている場合、1 名の従業員が

CC-Sharefile を取得している必要があります。 

• Citrix SD-WAN のみをホスティングしている場合、1 名の従業員が CC-SDWAN を

取得している必要があります。 

詳細については、Citrix 認定資格とその準備方法の詳細 をご覧ください。 

お手持ちの Citrix クレデンシャルを使って training.citrix.com にサインインすると、20%のテ

クニカルコースおよび年間サブスクリプションを確認できます。 

必要な認定資格を取得していないパートナーは、CSP メンバーのパートナー層を超えた特典

を受けることができません。 

推
奨

 

隔月開催の CSPチャネルアップデートウェビナー 

CSP 専用のこの隔月ウェビナーシリーズに今すぐご登録ください。このウェビナーでは隔月、

CSP にとって最も重要となる次のようなトピックを取り上げます。 

• 新製品の概要  

• CSP プログラムのアップデート 

• マーケティングおよびトレーニングに関するリソースやプロモーション 

• パートナーの体験談や成功事例 

• テクニカルトレーニング  

過去のチャネルアップデートウェビナーの録画については、こちらをご覧ください。 

その他の無料トレーニングコンテンツ 

Training.citrix.com 

• 月次収益（MRR）が 300 ドル以上の CSP を対象とした Select Customer Success 

Service の一環として、オンデマンドコンテンツの無料サブスクリプションを提供  

• 基礎、現行リリース、TechEdge の各コンテンツを含む 

https://training.citrix.com/learning/assessment/11/55/662
https://training.citrix.com/learning/assessment/11/56/664
http://training.citrix.com/cms/index.php/certification/virtualization/
https://training.citrix.com/learning/landing-badges/digital-workspace
https://training.citrix.com/learning/landing-badges/certifications-badges
http://training.citrix.com/cms/index.php/certification/mobility-certification/
https://training.citrix.com/learning/landing-badges/digital-workspace
https://training.citrix.com/learning/landing-badges/digital-workspace
https://training.citrix.com/learning/landing-badges/certifications-badges
https://elearning.citrix.com/#/learning/landing-badges/exams
https://elearning.citrix.com/#/learning/landing-badges/exams
https://www.citrix.com/login?url=http%3A%2F%2Ftraining.citrix.com%2F
https://attendee.gotowebinar.com/register/724344362819257859
https://citrix.seismic.com/Link/Content/DCgUE-PZ0Zmk2E-WQbg6JJKw
https://training.citrix.com/learning/landing
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Enablement.citrix.com 

• 最新リリースやニッチなトピックに関する常に無料のトレーニングビデオ（Citrix 

Summit の録画を含む）を提供 

推
奨

 

パートナー組織ごとに 1つのラーニングパスを完了していること 

CSP プログラムに初めて参加するパートナーの方は、少なくとも 1 つのラーニングパスであ

る「CSP Business Path」を完了している必要があります。このラーニングパスはこちらから

開始できます。 

CSP開始ウェビナー 

この 1.5 時間のウェビナーでは、CSP の皆様のサービスポートフォリオの拡大に役立つ、皆

様が利用できるすべてのシトリックスリソースの概要を紹介します。その後、当社のリードシ

ステムエンジニアが各サービスソリューションについて説明するほか、皆様のビジネスや技

術的な質問にリアルタイムでお答えします。このウェビナーでは次のトピックを取り上げま

す。 

• Citrix プラットフォームおよびリソースの概要 

• マーケティングおよび事業計画に関するベストプラクティス 

• シトリックス製品の概要 

このウェビナーは四半期ごとに開催されます。今すぐご登録ください。 

サービスをホスティングする各地域で、常に認定資格を持つ人員を確保しておくことが求められます。

しかし、資格を持つ重要な人材が退職した場合には新たな人材を雇用するための時間が必要になるこ

とがあります。シトリックス認定プロフェッショナルが退職または辞職したことにより上記の要件が

満たされなくなった場合は、CSP プログラム担当（csp@citrix.co.jp）にご連絡ください。要件に従っ

て 1 名の認定資格者を確保するために 60 日の期間が与えられます。この要件が満たされない場合、シ

トリックスはメンバー資格をただちに停止することがあります。 

Citrix Service Provider契約の履行 

最新の CSP 契約に同意し、これに準拠していただく必要があります。CSP 契約の終了または満了後

は、本 CSP プログラムで提供される月次 Citrix 製品ライセンスにアクセスすることやそれを利用する

ことはできず、CSP サービスを継続して提供することもできません。ただし、「別紙 2」で規定されて

いる Citrix Cloud 製品に対する既存の 1 年間のサブスクリプション契約を履行するために必要な範囲

は除きます。すべてのライセンスの使用は、ライセンスされたシトリックス製品に対応するライセン

スモデルの SKU に従います。 

販促活動 

契約締結から 30 日以内に、CSP 契約および規定されている商標使用ガイドラインに従い、Web サイ

ト上にシトリックスとシトリックス製品について紹介し、維持管理しなくてはなりません。シトリッ

クスのコンテンツはシトリックス認定 CSP ディストリビューターによって提供されます。 

Citrix License Usage Insights Service (LUI) 

Citrix License Usage Insights Service（「LUI」）を使用してタイムリーな方法で Citrix ライセンスサー

バーをアップデートすることが、すべての CSP パートナーに求められます。LUI は無料の Citrix クラ

https://enablement.citrix.com/
https://enablement.citrix.com/library/items/3219
https://attendee.gotowebinar.com/rt/6485614872663994113
file:///K:/Citrix/2015/6月/CSP%20Program%20changes/3_Trans/csp@citrix.com
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ウドサービスの 1 つであり、これを使うことで CSP は各自のエンドユーザーによる製品の利用状況を

把握し報告することが簡単に行えるようになります（シトリックスの既存の Usage Collector Auditing 

Tool に取って代わるものです）。シトリックスは、各ソフトウェア製品でこのテクノロジーが利用可能

となると CSP に通知するものとします。CSP は、ライセンス認証および利用データ（特定インスタン

スにおけるエンドユーザーのユーザー名を含む）が、加盟パートナーの CSP サービスと関連付けられ

た形で加盟パートナーおよびシトリックスにより収集されることを、各自のエンドユーザーに通知す

る責任があります。LUI のデータは、加盟パートナーの組織内で、CSP のエンドユーザー別に利用状

況を追跡すること、そのような製品の利用状況を各自の CSP ディストリビューターに報告すること、

CSP サービスおよび関連する Citrix 製品に関するシトリックスのサポートや推奨を獲得することを目

的としてのみ使用されます。また、CSP は、Citrix License Usage Insight Service ツール内で許可され

ている範囲内で、LUI が収集する情報の数量を制限または拡張することを選択できます。LUI の詳細に

ついてはこちらを参照してください。 

テスト／サポートのためにシトリックスに提供されるサービス 

サポート提供に必要なテストを行うために、CSP サービスへのアクセス権をシトリックスに付与しな

くてはなりません。 

運用時の要件 

アカウント管理責任 

加盟パートナーのアカウントまたは関連アカウントを通じて行われる第三者への対応も含め、アカウ

ントに関するすべての活動およびパスワードについては加盟パートナーが責任を負うものとし、パス

ワードおよびアカウントの機密性を保護しなくてはなりません。アカウントの誤用の可能性や CSP

サービスに関連するセキュリティ違反が発生した場合は、ただちにシトリックスに報告してください。 

レポーティング 

CSP 契約に明記されている場合を除き、CSP パートナーはタイムリーかつ完全なレポートと発注書を

毎月 10 日までに（または選択した CSP ディストリビュータとの合意に基づき）選択した Citrix 認定

CSP ディストリビュータに提出しなければなりません。CSP ディストリビューターは毎月 15 日まで

に使用量レポート（Usage Report）の集計をシトリックスに提出し、パートナーから受領した購入オー

ダーを処理します。月次レポートのフォーマットは、選定した CSP ディストリビューターの条件に従

います。シトリックスによって直接購入が許可されている場合はシトリックスが月次レポートの

フォーマットを決定します。 

サービス開始までのシトリックス基盤システム構築期間を考慮し、CSP 契約の発効日から 60 日間は

レポートが猶予されます。ただし、シトリックス製品を使用した有償のサービスまたは評価がそれよ

りも早く実施された場合は、その翌月にレポートを開始する必要があります。それぞれのレポートは、

一貫性があり、該当月におけるすべてのシトリックス製品の使用状況を反映していなくてはなりませ

ん。一貫性のないレポートや公正さに欠けるレポートにより、CSP 契約の許可に従い、重大な契約違

反による契約停止が発動されることがあります。 

シトリックスは、CSP プログラムに登録されており 6 ヶ月間連続して収益を報告していない CSP パー

トナーを解約する権利を有します。 CSP プログラムは参加会費はかかりません。そのような解約した

パートナーは、いつでも Citrix の承認を条件として CSP プログラムに再申請することができます。 

注意）月当たりのサブスクライバー数が 100 を超えるシングルテナント（エンドユーザー顧客）を報

告する場合、CSP は、そのエンドユーザー顧客を、LUI ツールを使ってタグ付けした上で含める必要

があります（詳細については、前ページの LUI に関する説明、および「Citrix Service Provider License 

Usage Reporting Guide https://citrix.seismic.com/Link/Content/DCEs-BuqHT6EyT7_E6He6t2A」に記載

されている手順をご覧ください）。 

https://docs.citrix.com/en-us/citrix-cloud/license-usage-insights/license-usage-insights.html
https://citrix.seismic.com/Link/Content/DCEs-BuqHT6EyT7_E6He6t2A
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パートナープロファイル&メンバーシップ 

加盟パートナーごとに、CSP サービスに関する年次パートナー プロファイルを作成していただきま

す。この情報をいただくことにより、シトリックスはより良いサポートを各加盟パートナーに提供し

ます。事業、営業、販売技術部門の連絡先をシトリックスに通知していただきます。これは CSP プロ

グラムの各部門における一次連絡先となります。 

契約の更新 

CSP パートナー契約を 2 年毎に更新するには、更新時にプログラム要件を満たしている必要がありま

す。更新時には以下を実施します。 

• CSP プログラムに参加するにあたり予め Citrix 認定 CSP ディストリビュータを選択し、契約期

間中は選択したディストリビュータを継続します。但し、契約期間中の毎年 6 月に

csp@citrix.co.jp と現在のディストリビュータに通知することにより、他の Citrix 認定 CSP ディ

ストリビュータに変更することができます。 ディストリビューターの変更は、8 月の報告サイ

クルで有効になります。 

• シトリックス製品のライセンスを補充するために新規のストック（在庫）オーダーを Partner 

Central License tool（電子的に配信できるソフトウェアライセンスのみ）の利用、もしくはシト

リックス認定 CSP ディストリビューターに発注します。納入された CSPライセンスは 27ヶ月

間有効です。シトリックス製品の利用および CSP サービスの提供を継続するには、必ず新しい

ライセンスを発注し、契約更新時もしくは少なくとも 27ヶ月間のライセンス有効期間の最終日

までに、ライセンスサーバー上のライセンスを新しいものに置き換えてください。SaaS の場合、

満了日は購入期間およびコミットメント期間に基づきます。Citrix SaaS を中断なく利用し続け

るためには、これらの期間を更新する必要があります。 

 

コンプライアンス 

プラバシー：Citrix およびパートナーは、本「プログラムガイド」の条件に基づいて、該当するすべ

てのデータ保護法および規則を遵守することに同意します。一般データ保護規制条項（以下「GDPR

条項」）は、Citrix とパートナーの一方の当事者（プロセッサーとしての役割）が他者（コントローラ

としての役割）から取得した EU 加盟住民に関する個人情報に関し、Citrix とパートナーとの間で有

効になっているこのプログラムガイドおよび/または Citrix CSP 契約で意図された目的のために処理

する場合のデータ保護法を遵守する条件を記述しています。 

https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/partnercentral/other/partner-dpa-gdpr-terms-

signed.pdf 

パートナーは、GDPR および 2020 年 1 月 1 日から適用されるカリフォルニア州消費者プライバシー

法（CCPA）などのその他の適用されるデータ保護法により、個人データへのアクセス、変更、また

は削除の個々のリクエストをサポートするために、パートナーと Citrix の協力が必要になる場合があ

ることを認識しなくてはなりません。Citrix が個人データ（Citrix 製品およびサービスの顧客および見

込み顧客に関するデータを含む）をパートナーに直接提供する場合、または Citrix 製品およびサービ

スをホスティングサービスのプロビジョニングを通じて提供する場合において、パートナーは、契約

に基づいてパートナーとして明示的に付与された履行権以外の目的でこのような個人データを販売、

保持、使用、または開示することは禁止されています。 

一般：CSP は、SalesIQ に定められているシトリックスのその時点における「Supplier Partner Code 

of Business Conduct（サプライヤーパートナーのビジネス行動規範）」を遵守するものとします。 

贈収賄防止：CSP は、米国海外汚職行為防止法、2010 年英国贈収賄法、またはその他の適用される

贈収賄防止および汚職防止法に違反して、不適切な支払いを実施または約束することや、政府役人ま

たはその他の当事者に対して、直接または間接的に価値あるものの提供や提供を申し出ることがあっ

てはならないものとします。 CSP は、本規定の要件を遵守するような適切な措置を備えた贈収賄防

https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/partnercentral/other/partner-dpa-gdpr-terms-signed.pdf
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/partnercentral/other/partner-dpa-gdpr-terms-signed.pdf
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止プログラムを実施していることを確認するものとします。CSP は、CSP 契約に基づいて取引され

る可能性のある、または実際の Citrix ビジネスに関連して、本条の要件の遵守を追跡するために、適

用法で義務付けられているとおり、正確な帳簿、勘定科目、および記録を維持するものとします。 

 

SaaS (Citrix Cloud Services を含む) 

本プログラムガイドでは SaaS オファリングは下記の様に分類され、Enterprise SaaS と Citrix Cloud 

Services の両方を含みます。 別紙２のパート B に記載されている追加条件は SaaS オファリングに

適用されるものとし、Enterprise SaaS と Citrix Cloud Services の両方が含まれます。 別紙２のパー

ト A に記載されている追加条件は、Citrix Cloud Services にのみに適用されます。 

 

1. Citrix Enterprise SaaS Services (下記を含む製品):  

• ShareFile – (Citrixが Enterprise SaaSとして指定するバージョン)  

2. Citrix Cloud services: 最新の情報は下記のリンクを参照下さい。 

https://www.citrix.com/buy/licensing/product.html  

  

https://www.citrix.com/buy/licensing/product.html
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別紙 1：テクニカルサポートに関する説明 

以下の追加条件は、本プログラムガイドの条件を前提として、CSP に対する Citrix のテクニカルサポー

トの提供に適用されるものとします。 

1.  Citrix の責任。Citrix は該当する場合に以下を提供します。 

1.1  サービス提供：すべてのサービスは、Citrix からリモートで CSP の拠点に提供されます。 

1.2  テクニカルサポート：www.citrix.com に記載される Citrix 製品サポートライフサイクルポリシー

に従い、サポートには Citrix 製品に関わる技術的な問題の解決サービスが含まれます。 

a  事例の提出と解決。「事例」とは、単一のサポート問題、およびそれを解決するために必

要かつ合理的な単一の労力と定義されます。単一のサポート問題とは、付随する問題に分

けることができない問題を指します。問題に付随する問題が含まれている場合は、付随す

る問題は個別の事例とみなされます。Citrix が 1 件の事例に対してサポートを提供する前

に、CSP と Citrix のサポートエンジニアは、問題の内容および受け入れ可能な解決策のパ

ラメータについて合意する必要があります。事例を最終的に解決する上で、複数回の電話

やオフラインによる調査が必要となる可能性があります。事例の重症度により、Citrix 内

の応答レベルとエンジニアの推定応答時間が判断されます。これらは参考 I の表に定義さ

れています。 

b  リモートアクセス。解決プロセスの一環として、問題分析に当たって Citrix がリモートア

クセスを介して CSP のシステムにアクセスする可能性があります。この場合は、このサー

ビスを実施する前に CSP に通知されます。Citrix は問題の診断および／または解決を支援

するためのソフトウェアを CSP に提供する場合があります。Citrix が審査するすべての情

報は、CSP 契約に記載される守秘義務に従って機密とみなされます。 

c  エンジニアリングサポート。通常のサポート手順で CSP の重要な問題を解決できない場

合、Citrix は製品開発チームを関与させ、Citrix 製品に Private Fix を適用する場合があり

ます。CSP に対して提供される Private Fix では、限られたリグレッションテストが実施

されます。Private Fix により問題が解決されたことを CSP が確認した後に、追加のリグ

レッションテストが実行されます。Private Fix は CSP の特定の状況に対処するように設

計されており、Citrix からの書面による同意なしに、CSP は CSP の組織外にそれを配布

することはできません。Citrix はすべての Private Fix に関するすべての権利、権原、およ

び利益を留保します。 

d  マルチベンダーコーディネーション。異種環境における問題を解決するために、Citrix は

CSP の他の主要パートナーと協働します。他のベンダーの製品との相互作用に関連する

Citrix 製品に関する問題が報告され、CSP がそのベンダーとサポート契約を締結している

場合は、Citrix は診断情報を共有して、解決策提供に向けて協力します。 

e  オンサイトサポート。本別紙にはオンサイトサポートは含まれていません。重要な問題が

発生した場合、Citrix と CSP 間の別の契約を前提として、CSP は請求可能な独立した別

個のサービスとしてオンサイトサポートを要求することができます。オンサイトサポート

は Citrix リソースの可用性の対象となり、実行されるタスクは問題の状況、環境、ビジネ

スへの影響により異なります。現場への訪問が相互に合意されている場合は、CSP の出

張ポリシーに応じて、交通費およびその他必要経費が CSP に請求されます。 

2.  CSP の責任。本項には CSP に要求される役割および責任に関する説明が記載されています。Citrix

のパフォーマンスは、本別紙に応じて CSP が以下の責任を果たすことが必要条件となります。 

2.1. CSP は本別紙に関連付けられる主要管理担当者となる顧客サポートマネージャー（以下、

「CSM」と言います）を指定します。 

2.2. CSP はテクニカルコンタクトを選定し（CSM を含む）、各テクニカルコンタクト（CSM を除

く）をシトリックスに通知します。 

file:///K:/Citrix/2015/6月/CSP%20Program%20changes/4_Check/www.citrix.com
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2.3. サポート提供を支援するため、CSP が Citrix 認定資格を持つテクニカルコンタクトを選定し

ます。 

2.4. Citrix は当社の提案に従って、ネットワークトレースの実行、エラーメッセージのキャプチャ、

構成情報の確認など、問題を判断するための活動を CSP に実施することを要求する可能性が

あります。また、製品構成の変更、ソフトウェアの新バージョンまたは新コンポーネントの

インストール、プロセスの変更など、問題を解決するための活動を CSP に実行することを要

求する可能性もあります。CSP は係る要求に協力することに同意するものとみなされます。 

2.5. CSP には、ソフトウェアおよびデータの整合性とセキュリティを不正アクセスから保護する

上で必要な手順を実装する責任、および致命的な障害に起因するあらゆる損失または変更さ

れたファイルを復元する責任があります。 

2.6. CSP には、CSP の施設にすべての機器、電話回線、通信インターフェイス、他のハードウェ

アを調達、インストール、維持する責任、Citrix 製品の動作において必要となる CSP の施設

へのアクセス権を Citrix に提供する責任、および本別紙により要求されるサービスを実行す

ることを Citrix に許容する責任があります。 

2.7. CSP は Citrix 製品において現時点で存在するすべてのアップグレードを適時に実装する必要

があります。そうでない場合は、サポートを提供する Citrix の能力に影響が出る可能性があり

ます。本別紙においては、「アップグレード」とはすべての新規更新および（更新の一部では

ない）関連する他の Private Fix を意味します。 

2.8. CSP 契約に基づく合意がない限り、CSP は請求日から 30 日以内にサポート料金を支払うこ

とに同意するものとします。本別紙に基づくすべての購入は払い戻しできません。 

3.  除外。Citrix は、(i) CSP または第三者が Citrix 製品のオペレーティングシステムまたは環境に対

して、Citrix 製品に悪影響を与える変更または追加を加えること、(ii) Citrix 製品に対して Citrix が

提供するもので、エラーや欠陥に対応していない変更または追加、(iii) Citrix 発行または Citrix 製

品に含まれている Citrix 製品の文書で定義されていない機能、(iv) 文書で定義されているプロセッ

サと周辺装置以外のプロセッサと周辺装置で Citrix 製品を使用すること、(v) メンテナンス有効期

間が過ぎている Citrix 製品、および (vi) 任意の関係者から顧客に提供されたあらゆるコンサル

ティングから生じる問題に対して関連するサポートを提供する義務はないものとします。「エラー」

とは、文書で定義される機能を実質的に果たす上での Citrix 製品の障害として定義されます。「欠

陥」とは、文書に記載されるその仕様に準拠する上での Citrix 製品の障害として定義されます。テ

クニカルサポートには、Citrix からライセンス付与されていないソフトウェアの開発作業および文

書化されている Citrix 製品の機能以外の機能拡張または機能の開発作業は含まれません。CSP は

請求可能な個別のサービスとして Citrix にコンサルティングおよび／または開発作業を要求する

ことができます。 

4.  期間。本別紙に規定される期間は、購入したサポート、または本プログラムガイドに応じて CSP

が受ける資格のあるサポートに適用されるものとします。上記に関わらず、CSPは購入したサポー

トを更新する義務を負わないものとします。Citrix は、60 日前の事前の書面による通知をもって、

更新期間に関して料金を値上げする、またはサービス内容を変更する権利を留保します。Citrix は

また、期間中にいつでも新しいサービスを提供する権利を留保します（www.citrix.com に記載さ

れる通り）。 

  

file:///K:/Citrix/2015/6月/CSP%20Program%20changes/4_Check/www.citrix.com
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参考 I 

事例の深刻度および応答時間 

深刻度１ 

説明 商用環境のシステムダウンまたは使用不能、かつその復旧のための有効な回避策がない状態 

※深刻度１の問題に対して、お客様と Citrix サポートは、システムが使用可能な状態に復旧で

きるまでの間、リソースの優先的な配置に努力します。24 時間サポート（英語）オプション

のある契約をお持ちでない場合は、深刻度が 1 であっても弊社通常営業時間内のみの対応と

なります。深刻度１を選択する際には、特に慎重な判断をお願いしています。 

ご連絡方法 電話 

初期応答時間 1 時間以内 

パートナー様の責務 調査が行われている間適切な人員が稼働できる状態にする。 

深刻度２ 

説明 システムは作動し実行されているが、重大な影響があり、適用できる回避策がない。業務は継

続しているが大幅な機能縮退があるか、当面の業務遂行において重要な処理を実行するため

の機能に大きな影響がある。 

ご連絡方法 Web 

初期応答時間 4 時間以内 

パートナー様の責務 問題を解決するため、また付加的な情報を提供するために適切な人員が稼働できる状態にす

る。提案されたソリューションを適用するために適正な努力をする。 

深刻度３ 

説明 システムは作動し実行されており、限られた範囲のみに影響する、または重大な影響を与える

ものではない。当面の業務を中断させるものではない。 

ご連絡方法 Web 

初期応答時間 24 時間以内 

パートナー様の責務 問題を解決するため、また付加的な情報を提供するために適切な人員が稼働できる状態にす

る。提案されたソリューションを適用するために適正な努力をする。 

深刻度４ 

説明 重大な影響を及ぼさない問題、または、重要ではなく使用頻度の低い機能の問題 

ご連絡方法 Web 

初期応答時間 5 営業日以内 

パートナー様の責務 問題を解決するため、また付加的な情報を提供するために適切な人員が稼働できる状態にす

る。提案されたソリューションを適用するために適正な努力をする。 
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別紙 2：Citrix Cloud 

パート A：Citrix Cloud 

1. シトリックスは、Citrix Cloud と呼ばれる新しいホスティング型のクラウドサービスを、その関連

SKU（Citrix Cloud）と共に提供します。本サービスは、本「別紙 2」に記載されている契約条項に従い

ます。シトリックスは、Citrix Cloud でサブスクリプションを購入する非独占的権利を CSP パートナー

に付与することで、CSP パートナーが各自のエンドユーザー向けのホステッドサービス（「CSP サー

ビス」）を提供できるようにします。Citrix Cloud のすべての購入において、CSP パートナーは、同 CSP

パートナーが Citrix Cloud を使用して CSP サービスを提供することを望むエンドユーザーである指名

された企業（「指名顧客」）ごとに、各自の Citrix CSP ディストリビューターに対して個別の発注を行

う必要があります。各発注では、Citrix Cloud サブスクリプションへのアクセスを受け取る指名顧客を

指定する必要があるほか、購入するサブスクリプションの数量とタイプを指定する必要があります。 

a. Citrix Cloud はユーザーサブスクリプションとして提供されます。 

b. CSP は、最小 25 のユーザーサブスクリプション（「最小コミットメント」）を最初に購入する必

要があります。このサブスクリプションは顧客間で累積されます（最小の 25 ユーザーについて

も複数のエンドユーザーに割り振ることが出来ます)。 

最小コミットメントは、異なる製品の、異なるエディションにおいて必要となります（たとえば、CVA

サービスやCVDサービスの場合、最小コミットメントは追加式となりますが、CVAD Service for Azure、

End Point Management、Content Collaboration and Workspace などの異なるサービスの場合、それぞ

れ独自の最小コミットメントが必要となります）。 

2. Citrix Cloud は、CSP 契約に基づく SaaS の定義に含められるものとします。また、本「別紙２」の

パート B に規定されている追加条項が Citrix Cloud に適用されます。 

3. Citrix クラウド製品の最新の価格については、Citrix の CSP 担当営業にお問い合わせください。 

4.購入済みのCitrix Cloudオファリングについて、CSPパートナーは対象となるCitrix Cloud製品（「サー

ビス」）に関する CSP 契約の一環として、サービスレベル契約（「SLA」）の権利を保有します。この

SLA の詳細は「サービス・ディスクリプション」の次のリンクで参照することが出来ます。

https://www.citrix.com/buy/licensing/saas-service-descriptions.html。 ここで示す条件は、CSP プログ

ラムに基づいてサービスの購入時に適用され、公開されている SLA 条件に優先します。サービスの

SLA の適用は、（1）少なくとも 1 年間のサブスクリプション使用を前提に本サービスを購入し、かつ

（2）請求期間中に本サービスに適用されるサブスクリプションモデルごとに少なくとも 1000 ユニッ

トの使用が必要です。CSP パートナーが SLA 基づく対応を受けるためには、その CSP パートナーが

CSP 契約に準拠しており、また対応が必要な場合、クレジットが実施される連続した 5 ヶ月の最終日

から 30 日以内に CSP パートナーによって報告されなければなりません。SLA 基づく問題を報告する

ためには、件名に「SLA Claim」を含む電子メールを csp@citrix.co.jp に送信してください。 CSP パー

トナーは 1 営業日以内にこの報告に対する受領確認を受け取ります。問題となっている Citrix Cloud 製

品を購入した CSP パートナーのみが、SLA に基づいたシトリックスの対応を受けられます。いかなる

場合においても、エンドユーザーまたはその他の第三者に対してこの権利が適用されたり譲渡するこ

とは出来ません。上記にかかわらず、CSP プログラムでは利用できない Orchestrator SaaS オファリ

ングおよびその他の Citrix Cloud オファリングにはこの SLA は適用されません。 

パート B：SaaSオファリング 

1. CSP 契約に基づいて提供される保証は SaaS には適用されず、その代わりに、次に示すような保

証が適用されるものとします。シトリックスは、SaaS オファリング（SaaS により提供されるあら

ゆるコンポーネントを含むがそれには限定されない）が https://www.citrix.co.jp/buy/licensing/saas-

service-descriptions.html に公開されている Citrix Services Description に実質的に従っていることを

保証します。シトリックスは次のことを表明または保証しません。(i) SaaS の利用がタイムリーで、

中断されず、またはエラーにならないこと、またはその他の任意のハードウェア、ソフトウェア、シ

https://www.citrix.com/buy/licensing/saas-service-descriptions.html。
https://www.citrix.com/buy/licensing/saas-service-descriptions.html。
mailto:csp@citrix.co.jp
https://www.citrix.co.jp/buy/licensing/saas-service-descriptions.html
https://www.citrix.co.jp/buy/licensing/saas-service-descriptions.html
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ステム、データとの組み合わせで動作すること。(ii) SaaS が CSP パートナーの要件または期待を満

たすこと。(iii) すべてのエラーや不具合が修正されること。この保証に基づいたシトリックスの全責

任および CSP パートナーの排他的救済措置は、シトリックスの独自の裁量でかつ適用法に従って、

適合する SaaS サービス（必要ならばコンポーネントの交換を含む）を提供することになるか、また

は適合しない SaaS オファリングを打ち切り、残りの期間の終わりまでの非適合期間分の前払い料金

を日割りで返金することになります。 

2. CSP 契約の「賠償」セクションの「賠償義務」の項に基づいてシトリックスにより提供される救済

措置は SaaS には適用されず、次に示すような救済措置が適用されるものとします。「侵害請求」の通

知に続いて、またはシトリックスがそのような請求が起こりそうだと判断した場合、シトリックスは

同社単独の費用と選択により次のことを行います。(i) CSP パートナーのために、侵害しているとされ

る SaaS オファリングのマーケティング、利用、他社に利用させることを継続する権利を調達するこ

と。(ii) 当該 SaaS オファリングを交換または改造し、それを非侵害のものにすること。または、上記

のどちらも不可能であるか商用上実用的でない場合、(iii) そのような SaaS オファリングへのアクセ

スを取り消し、前払いされた未使用分の料金を CSP パートナーに返金すること。 

3. CSP パートナーまたはそのエンドユーザーによって CSP パートナーの Citrix SaaS アカウントに

アップロードされ、処理、利用、アーカイブ化が行われたデータや情報は、Citrix Terms of Service（サー

ビス利用規約）で規定されている「顧客コンテンツ」とみなされるものとします。そのようなデータや

情報は、CSP 契約に基づく「機密情報」とはみなされません。 

4. Citrix は、影響を受ける SaaS オファリングのサブスクリプションの満了後、顧客コンテンツを維持

する義務を負いません。可用性および該当するサービス・ディスクリプションに従い、CSP パートナー

は有効期限後 30 日以内に顧客コンテンツをダウンロードする必要があり、ダウンロードアクセスとそ

の手順については Citrix テクニカルサポートに連絡する必要があります。このパラグラフは、このプロ

グラムガイドまたは契約にかかわらず、顧客コンテンツに関する Citrix の義務のすべてを示していま

す。 
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別紙 3：Citrix SD-WAN 

1. CSP パートナーは、商用環境での利用を目的として Citrix SD WAN ゼロキャパシティーアプライア

ンス（それぞれ「SD WAN アプライアンス」として定義される）を購入できます。また、CSP パート

ナーは、デモを目的としてのみ、契約期間中に最大で 2 台の Citrix SD WAN ゼロキャパシティーアプ

ライアンス（「デモ SD WAN アプライアンス」）を購入できます。3 台以上のデモ SD WAN アプライア

ンスを必要とする場合、CSP パートナーはシトリックスの事前承認を得る必要があります。SD WAN

アプライアンスにはハードウェアの販売のみが含まれており、CSP 契約の条項に従って SD WAN ソ

フトウェア（「ソフトウェア」）のライセンスとダウンロードが別途必要になります。SD WAN アプラ

イアンスおよびソフトウェアの購入はすべて、CSP ディストリビューターを通じて実施されます。各

SD WAN アプライアンス・ライセンスおよび対応するソフトウェア・ライセンスは、特定されたエン

ドユーザーに対する各種 CSP サービスのプロビジョニング向けにのみ使用されます。CSP パートナー

は、各自が発行する月次レポートで個々のエンドユーザー名を明示する必要があります。 

 

2. CSP パートナーは、購入したデモ SD WAN アプライアンスを、最長 2 年間のデモ期間（「デモ期

間」）利用できます。2 年間のデモ期間が終了するたびに、CSP パートナーは新しいデモ SD WAN ア

プライアンスを購入する必要があります。デモ期間中に、CSP パートナーは、本「別紙 3」のセクショ

ン 5 に規定されている 12 ヶ月間のソフトウェアライセンスに従って、発注されたデモ SD WAN アプ

ライアンス分の数量のソフトウェアライセンスを無償で発注および利用できます。ただし、デモが成

功し、その結果エンドユーザー向けサービスに使用する SD-WAN アプライアンスが必要な場合、CSP

パートナーは、本「別紙 3」のセクション 6 に規定のとおり、そのエンドユーザーのために、商用の

SD WAN アプライアンスと 12 ヶ月間のソフトウェアライセンスの両方を調達する必要があります。 

 

3. デモ SD WAN アプライアンスおよび関連ソフトウェアの利用に関して、シトリックスはデモ期間

の終了後に、ソフトウェアの利用が継続されていないか、利用数が発注された数量を超えていないか、

またデモ SD WAN アプライアンスが商用向けに利用されていないかを判定するために、CSP パート

ナーのシステムを監査する権利を有するものとします。監査の結果、先述した条項に含まれている事

象のいずれかが発生したと判明した場合、CSP 契約に規定されているその他の是正措置に加えて、CSP

ディストリビューターは、未払いのソフトウェア料金および契約違反としてその料金の 25%分の追加

料金を、当該 CSP パートナーに請求するものとします。さらに、シトリックスは、監査の実施にかかっ

た費用を当該 CSP パートナーに別途請求するものとします。 

 

4. シトリックスは、CSP パートナーへの 30 日前の書面による通知により、理由の有無にかかわらず、

CSP パートナーが持つデモ SD WAN アプライアンスの購入権利を打ち切る権利を留保します。デモ

SD WAN アプライアンスを利用するために提供されたソフトウェアやドキュメントを不正にコピーし

た場合や、ライセンスの付与または制限に従わなかった場合、CSP パートナーが有するデモ SD WAN

アプライアンスの購入権利は自動的に打ち切られ、シトリックスはあらゆる法的措置をとることがで

きます。 

 

5. 商用・デモ用いずれも（ハードウェアおよびソフトウェアを含む）、購入が必要なアプライアンスご

とに、CSP パートナーは 2 通の発注書を CSP ディストリビューターに提出するものとします。1 通は

デモ SD WAN アプライアンスもしくは SD WAN アプライアンス用で、もう 1 通は対応するソフトウェ

ア用です。ソフトウェア用の発注書は、1 年間の購入コミットメント期間（またはデモ目的の場合には

使用権）の明示が必要であり、CSP パートナーによるダウンロードとインストールが別途必要となり

ます。ソフトウェア利用では、CSP 契約の条項に従って、月次のレポーティングと支払いが必要とな

ります。CSP パートナーがソフトウェアライセンスを購入している間は、以下が提供されます。 

- 発注されたエディションの機能および帯域を利用する権利  
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- ソフトウェア向け Customer Success Servicesおよび、ゼロキャパシティアプライアンス利用時は

Citrix Gold-level Hardware maintenance (https://www.citrix.com/support/) 

 

6. 商用ライセンスに適用される場合、CSP プログラムに基づいて購入した SD-WAN アプライアンス

の一部として購入したソフトウェアライセンスは、解約不可な 12 か月の契約（「コミットメント期間」）

となります。したがって、各注文は 12 か月の全コミットメント期間の解約不可の先行購入注文である

必要がありますが、請求と支払いは毎月後払いで行われます。また、すべての支払いは返金不可です。

コミットメント期間中、ソフトウェアの帯域幅レベルを増加することはできますが、減少することは

できず、コミットメント期間に残っている期間の最小コミット量を再設定することができます。ソフ

トウェアの帯域幅レベルを上げるには、CSP パートナーが CSP ディストリビューターを通じて追加

の発注書を提出する必要があります。最初のコミットメント期間の終了時に、ソフトウェアサブスク

リプションを延長するか、前月に選択したアプライアンスの帯域幅使用量に基づいて後払いで毎月購

入するオプションがあります（「月間延長オプション」）。「月間延長オプション」を選択した場合、CSP

契約の条件に従って、毎月注文と支払いを実施する必要があります。「月間延長オプション」は、最初

のコミットメント期間の終了時にのみ利用可能です。例として、50 のアプライアンスと対応するソフ

トウェアライセンスを CSP ディストリビューターを通じて 4 月 1 日に注文した場合、CSP パートナー

は翌年 3 月 31 日まで 50 のソフトウェアライセンスの月払いを行わなければなりません。すなわち、

CSP パートナーは、CSP ディストリビューターにコミットメント期間の全額（帯域幅の増加を含む）

を支払う義務があることになります。 

 

7. 商用ライセンスに適用される事項として、CSP パートナーがソフトウェア利用に関する報告と支払

いを取りやめる場合、CSP パートナーは当該ソフトウェアの利用を即座に停止する必要があり、すべ

ての関連するサポートサービス（アップデートを含む）は提供されなくなります。Citrix は、CSP パー

トナーが当該ソフトウェアの使用を継続していると判断した場合、CSP パートナーの月次報告および

支払いの停止後もソフトウェア利用が継続するかどうかシステム監査する権利を留保するものとしま

す。監査の結果、CSP パートナーが当該ソフトウェアの利用を継続していたことが判明した場合、CSP

契約に規定されているその他の是正措置に加えて、CSP ディストリビューターは、未払い料金および

契約違反としてその料金の 25%分の追加料金を当該 CSP パートナーに請求するものとします。さら

に、シトリックスは、監査の実施にかかった費用を当該CSPパートナーに別途請求するものとします。 

 

8. SD WAN アプライアンスおよび商用ソフトウェアに関して適用される事項として、シトリックスは、

CSP パートナーへの 30 日前の書面による通知により、理由の有無にかかわらず、CSP パートナーに

よる SD WAN アプライアンスの購入権を打ち切ることができます。シトリックスが当該権利を打ち

切った場合でも、本「別紙 3」に示されている契約条件が、成立済みのコミットメント期間全体を通じ

て、特定のエンドユーザーに関して継続されるため、CSP パートナーは任意のコミットメント期間中

に受理された発注に基づくすべての月次支払い額を支払う責任と義務を負います。CSP パートナーは

任意の月次支払いで不履行が発生し不履行が 30 日間続いた場合、コミットメント期間終了までの残金

を即座に CSP ディストリビューターに支払う必要があります。シトリックスは、CSP 契約の「違反に

よる終了」セクションに従って是正されないような不払いが発生した場合に、CSP パートナーがソフ

トウェアを利用する権利を中断または終了する権利を留保します。 

 

9. CSP 契約に基づいて提供される製品、SaaS、およびサポートサービスの保証は、購入されたハード

ウェアには適用されず、次に示すハードウェア保証が適用されるものとします。 

シトリックスは、購入日以降 1 年間は正常な利用において当該ハードウェアに材質や製造上の欠陥が

ないことを保証します。この保証に基づいた CSP パートナーの排他的救済措置、またシトリックス、

ライセンサー、サプライヤーの全責任は、シトリックスまたはシトリックス認定ディストリビューター

にハードウェアを返品することを条件として、シトリックスの裁量によるハードウェアの交換または
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購入金額の返金となります。この保証は、輸送時に発生した損失や損害や、次に挙げる損失や損害には

適用されません。(1) CSP パートナーまたは第三者による不適切な設置、保守、調整、修理、改造によ

るもの。(2) 誤用、放置、または事故や天災などを含むがこれには限定されない通常の利用以外の原因

によるもの。(3) 不適切な環境、 過度または不適切な暖房や空調、電力障害、電気的なサージ、また

はその他の異常によるもの。(4) サードパーティが提供するソフトウェアやソフトウェアドライバに起

因するもの。 

 

10. 本「別紙 3」に規定されているアプライアンスの提供は、CSP ディストリビューターを通じての

み利用可能となります。価格は CSP ディストリビューターにより提示されます。SD WAN アプライア

ンスおよびデモ SD WAN アプライアンスのすべての購入に関する出荷条件は、CSP ディストリビュー

ターにより提供される出荷条件に基づきます。シトリックスは、CSP パートナーが要求した納期に納

入するよう配慮しますが、納期に間に合わなかった場合でも責任を負わないものとします。 

 

■ 

 


