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自己紹介

#ZabConfJp2020

IT業界で約23年セールス職に従事

外資系ネットワーク、セキュリティーITベンダーを経て、
2015年11月よりZabbix Japanに入社。

パートナーセールス・マネージャーとして、主にパートナー
とのアライアンス、営業、マーケティング支援などを行う。

出身：千葉県
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アジェンダ
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1. Zabbixパートナーシッププログラム

2. パートナーと協力して、公式サービスの販売

• 公式サポートサービス、アプライアンス、公式トレーニング

3. パートナー会、分科会による情報共有やパートナー間協業

4. イベントにおける共同マーケティング

5. 様々な活動を通じ、パートナーソリューションを提案

6. パートナーと共に成長するZabbixビジネス
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パートナー主体のビジネスモデル
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認定トレーニング

アプライアンスサポート

パートナーシップ

収益
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認定トレーニングについては、弊社でも直接販売はさせて頂いております。※1



パートナーシッププログラム
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Zabbixが提供しているサービスや製品を提供ないし、技術サポートを行えることができる
パートナーとして認定するプログラムです。

詳細は、https://www.zabbix.com/jp/partnership



Zabbix Japanが提供している主なサービス
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その他、アップグレードサービスや導入サービスなどは、主にパートナーが提供

Enterprise
サポート

Zabbix
アプライアンス

公式
トレーニング



Zabbix Enterpriseサポート内容
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Zabbixの使い方・設定方法の支援

Zabbix の仕様に関する問い合わせ対応

Zabbix障害時の解析

対応策(ワークラウンド)の提案

バグ修正の優先対応等

年間8インシデントまで
•平日営業時間内

シルバー

対応インシデント数無制限
•平日営業時間内

ゴールド

対応インシデント数無制限
•24時間365日対応

プラチナ

サポート内容サポートプラン

詳細：https://www.zabbix.com/jp/support



Zabbix Enterprise サポート価格
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Zabbixサーバーとプロキシがサポート費用対象

監視対象台数の増減に関係なく、サポート価格は一定額

エージェントのライセンス管理不要

大規模

ZABBIX Agent

課金対象

課金対象外

大規模

ZABBIX Agent

小規模

ZABBIX Agent

サポート価格 = 同額



パートナー1次受けサポート対応
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お客様

認定パートナーが一次受けサポート対応

Zabbix社はバックエンドサポート(日本語)

認定パートナー エンドユーザー

独自サポート提供＋α

• OSS包括サポート
• 24/365日本語対応
その他

※1

パートナーがサポートを再販する場合は、弊社直接サポートさせていただく場合もあります。※1

平日営業時間外は、通常英語でのお問い合わせとなります。※2

※2



パートナーと共同で認定トレーニングを実施
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小野 博喜
NTT Com Solutions 
Corporation

2007年からZabbixの立上げ初
期から検証＆構築業務に従事して
おり、豊富な構築経験と運用管理
のノウハウには定評がある。また、
クラウド基盤の監視案件にも携わ
り、豊富な経験や技術力に基づく
仕事には定評がある。温和でフレ
ンドリーな性格なので、受講者の
良き相談相手として相性抜群！

福島 崇
NTT Com Solutions 
Corporation

2009年の入社以来、Zabbixに
関わる開発業務や保守サポート業
務のリーダーとしてZabbixの普
及に活躍している。これまでの経
験で培った開発ノウハウを活かし
たソースコード解析に定評がある。

#ZabConfJp2020

10年表彰
松村
NTT Com Solutions 
Corporation

2011年からZabbixの保守サ
ポート業務と仮想化環境の構築と
研修に従事。
ネットワーク構築と講師としての
経験も豊富で説明の分かりやすさ
には定評がある。



認定トレーニング
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2020年11月からバージョンZabbix 5.0 開始

ユーザー スペシャリスト プロフェッショナル エキスパート

2⽇間

#ZabConfJp2020

３⽇間５⽇間 ５⽇間

開催準備中 開催準備中



トレーニング
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Zabbix入門コース

監視設定の基礎を半日で習得

実機を使った演習形式

Zabbixを使い始める運用担当者に最適

料金: 18,000円/1名(税別)

オンライン形式でのトレーニング開催を準備中

Zabbix API コース

Zabbix APIの利用方法

PHPを利用して演習を中心に解説

2日間で基本的なAPIメソッドを学習

#ZabConfJp2020



トレーニング受講者数
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2019年受講者数

350 人以上

84%

15%
大変参考になった

参考になった

普通

あまり参考にならなかった

参考にならなかった

トレーニング満足度99%



ハードウェア/ 仮想アプライアンス
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ZS-5500/7500 (Zabbixサーバーアプライアンス)

ZP-1500 (Zabbixプロキシアプライアンス)

ZS-V500 / ZP-V500 (仮想アプライアンス)
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累計販売台数

950台以上構築ソリューションなど提供

•Zabbix ソフトウェアがインストール済み

インストール不要

•最小構成 ¥398,000～

手頃な価格帯

• 年次更新で最大5年間

長期サポート可能

＋α



パートナー会、分科会活動
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定期的 (四半期毎)に開催

Zabbix社からの最新情報発信

パートナーのソリューション紹介

イベント活動報告、共同検証・検証発表会

技術分科会、マーケ分科会を不定期開催

Zabbix新バージョンリリース時に検証作業
を分担し、検証発表会など (技術分科会）

テーマを決めて、課題や販売施策について協
議を行う(マーケ分科会)

パートナー幹事メンバー

Alexei来日時に最新
ロードマップ説明会

ミーティング後は
毎回行われる懇親会



Interop Tokyo 共同出展パートナー
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2013 2019

共同出展パートナー
10社と出展2019年6月2013年6月



Zabbix Summit / カンファレンス協賛
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スポンサー4社ブース設営
パートナーミーティング
(日本とグローバルの違い、
今後の機能強化方針など)

Zabbix Summit 2019

Zabbix Conference Japan 2019

スポンサー10社協賛

2020年スポンサー協賛パートナー



様々な活動を通じパートナーソリューションを提案
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Viewer 設定運用支援

統合監視制御・
インシデント管理

保守運用統合管理

トポロジ Viewer

構築・サポート

統合運用監視

詳細は、https://enterprise.zabbix.co.jp/solutions

＋α

※13日(金)、14日(土) 両日とも13:10 ‒ 14:00  Webセミナーあります。



様々な業界で導入が広がる
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1,000社以上

サポート契約社数



Join our partner network of
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パートナーと共に成長

a
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ご清聴ありがとうございました


