Sophos MSP Connect

ソフォス製品を使用すると、
オンプレミス、
プライベートやパブリッククラウド環境に新しいサイバーセキュリティサービスを簡単に
導入、管理、販売できるため、収益が増加し、
コストが削減されます。

1つのセキュリティベンダー

1つの収益性の高いプログラム

Sophos MSP Connect プログラムを使用すると、
グローバル
な専門家による統合された適応性の高い効果的なソリュー
ションにより、
お客様のあらゆるセキュリティニーズに対応す
ることができます。
エンドポイント、
サーバー、
クラウドワーク
ロード保護から、
ファイアウォール、
Managed Threat
Response、
メール、
モバイル、
ワイヤレス、
フィッシングシミュ
レーション、
デバイス暗号化まで、
世界的な専門家による受賞
歴のある製品を提供します。

ライセンスの配布方法と配布先を制御します。
MSP
Connect では、1年、2年、
または 3年のサブスクリプション
の年額ライセンスを販売できます。
MSP Connect Flex を使
用すると、競争力のあるサービスベースの価格設定を 1つ
の月次請求レポートに統合して、利益率を最大化できます。
前月の MRR の 18 倍の割増率は、
パートナープログラム
レベルの達成に対する消費ベースの売上を認識します。

 比類のない製品セット – 必要なすべてのソリューションに
加えて、
お客様のセキュリティ要件に対応する自動化され
たインシデント対応

 高い費用対効果 – お客様と共に成長する包括的で長期
的なセキュリティ戦略

比類のない保護と複雑さの軽減

年額請求または月次請求

 優れた保護 – 業界で最も効果的な最高クラスのエンター
プライズレベルのセキュリティソリューション

 収益性の向上 – MSP Connect Flex は、設備投資
(Capex) を運用コスト (Opex) へシフトする総合的な価格
オプションを提供

 セキュリティの統合 – 複数のベンダーを使用する複雑な
セキュリティはもう終わり

 サイバーセキュリティの調達を最新化 – 特別なパートナー
価格で AWS および Azure のクラウドマーケットプレイス
を通じて販売

1つの管理コンソール

クラウドネイティブ保護

統合された管理コンソールである Sophos Central を使用す
ると、
さらに時間に余裕が生まれます。
単一で直感的なイン
ターフェイスを介して、
すべてのお客様を管理し、
ソフォス製
品を制御します。
クラウド、
ネットワーク、
デバイスのセキュリ
ティに関する完全な洞察を提供することに加え、
サービスを
提供するビジネスのさまざまなニーズを満たすために必要
な可視性と柔軟性を提供する目的で設計されています。

 統合された Web ベース管理コンソール – 新しいセキュリ
ティサービスをいつでもどこでも簡単に導入、管理可能
 運用効率の向上 – 必要に応じてお客様を追加および
プロビジョニング

 クロスセルまたはアップセルの機会 – セキュリティギャップ
をすばやく特定。
Sophos Central では、
すべてのお客様にホ
ワイトスペースの分析を同時に提供

次世代型のサイバーセキュリティシステム
MSP 向けに設計

Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem (ACE) は、常に学習して
改善する適応型の予防、検知、対応の幅広いシステムのことです。
相互接
続されたビジネスシステムの新たな状況を継続的に保護して、変化する
サイバー攻撃から保護します。

SOC のアウトソーシング

エキスパート脅威ハンター

お客様の IT ニーズの管理に専念するための時間を確保し、SOC を
Sophos Managed Threat Response チームの専門家にアウトソーシン
グします。
お客様が攻撃を受けている場合は、Rapid Response チーム
が、
アクティブな脅威を無効化するための迅速な支援を提供します。

強化された自動化
RMM と PSA の統合

RMM ベンダーツールを活用し、顧客全体で Sophos Agent のインスト
ールを自動化します。Sophos Central は、一般的な請求用 PSA ツール

と統合し、既存のツールと直接統合することで RoI を最大化します。

MSP CONNECT

プログラムの利点

マーケティングのサポート

Sophos MSP Connect のパートナーロゴの使用
ソフォスパートナー検索でパートナーリスト表示

✔

パートナーポータルにアクセス

共同ブランドのマーケティング資産とツール
オンボーディングのサポート

✔

顧客所有型ライセンスのオプション

✔

MSP 所有型ライセンスのオプション

✔

月次請求

成功のための簡単な 3つのステップ
1. www.sophos.com/join に申し込む

2. Sales および MSP Connect トレーニングを完了する（前述で説明）

3. ソフォスの販売代理店を選択し、連絡をして毎月の請求を有効化する
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✔
✔
✔

サポート内容

MSP CONNECT FLEX*

24x7x365 のサポート

✔

プログラムの要件

MSP CONNECT FLEX

SC01 - Sales Fundamentals - Sales Consultant トレーニング

✔

専用の MSP VIP 電話番号

✔
MSP CONNECT

実績のあるマネージドサービスビジネス

✔

MSP01 - Sophos MSP Connect - Sales Consultant トレーニング
Sophos Certified Support トレーニング

月次請求に対するディストリビュータの承認

Sophos MSP Connect Flex に参加

✔

✔

✔

✔

✔

消費ベースの売上のための 18 倍の割増率
MSP STANDARD サポート

✔

MSP CONNECT FLEX

MSP は、管理対象のお客様にレベル 1のサポートを提供

✔

✔

✔
推奨
✔
✔

Sophos MSP Connect パートナーは、Sophos Partner Program および Sophos MSP Connect Program の利用規約に同意する必要があります。
Sophos MSP Connect に関連する年間収益要件はありませんが、
ソフォスパートナープログラム内のステータスは、同プログラムガイドに記載されている
地域の年間収益および認定資格要件によって異なります。
前月の MRR の 18 倍の割増率は、
プログラムレベルの達成に対する消費ベースの売上を認識
します。

お問い合わせ
Sophos MSP Connect の詳細
内容について問い合せる

