
スムーズな 
ソフトウェア統合
アプリケーション開発 
パートナープログラム



貴社を成功へ
と導きます。
今日の業績重視の環境では、信頼、責任、他者への活発なサポートといった、真
のパートナーシップにおける価値を見失いがちです。アクシスは他者の成功を
支援することで機会は拡大すると確信し、ソフトウェアメーカーのスムーズなソ
フトウェア統合を積極的に支援し、共に取り組んでいます。

アクシスのアプリケーション開発パートナー (ADP) に参加することにより、業界
で最も高品質、高信頼性を誇る製品ポートフォリオ、より広範なプロフェッショ
ナルネットワーク、そして以下における包括的な統合サポートといった特典を
ご利用いただけます。

> ビデオ管理ソフトウェア
> 他のシステムとの統合 (例: ビルマネジメント、PSIM)
> 装置およびネットワーク管理
> 物理アクセスコントロール
> ビデオ分析
> ライブ映像ストリーミング

ビジネスの可能性を大きく拡大します！
ご登録は今すぐこちらから: www.axis.com/partner



「活字の上では、パートナープログラムはどれも
同じに見えます。アクシスが他と異なるのは、ア
クシスにはプログラムを確実に提供するスタッ
フが実際にいるということ - そしてこれは、現在
のビジネスの世界において、私が贈ることの
できる最高の褒め言葉なのです。」
- アクシスアプリケーション開発パートナーからの声



ビジネスチャンスの真のネットワーク
アクシスADPパートナーとして、私たちは貴社を業界最大のネットワーク
と結ぶことで、市場占有率と地理的な範囲の拡大を支援します。また、
貴社のソフトウェアソリューションに付加価値をもたらす補完技術の導
入を支援します。

イノベーションを主導
アクシスは毎年R&Dへ売上の15%を投資し、最高の人材とインテリジェ
ント技術を組み合わせ、業界をリードするイノベーションを成し遂げて
います。アクシスとパートナーシップを結ぶことで、最新かつ最高の信頼
性を誇る技術革新を得ることができるのです。

一貫性を備える、標準化された製品インターフェース
市場への最善のアプローチである、オープンプラットフォームを採用し
た初のネットワークカメラメーカーとして、アクシスはパートナーと連携
し、一貫性を備え標準化された製品インターフェースを通して新技術と
機能を統合します。

包括的な統合サポート
アクシスは詳細な技術文書、ツール、SDK、トレーニング、アクシスの最新
技術革新へのいち早いアクセスを提供します。これらはすべて、アクシ
スの専門知識とサポートに支えられており、信頼性の高いエンドカスタ 
マーソリューションを通して貴社の速やかな市場進出を可能にします。

専門知識の豊富なプロフェッショナルスタッフ
アクシスのスタッフは柔軟で、豊富な知識と仕事への情熱を備えていま
す。経験豊富なエンジニア、アカウントマネージャー、ビジネスデベロッ
パー、マーケッターから構成されるアクシスのグローバルチームが、い
つでも皆様と共にビジネスに取り組み、パートナーの統合を成功に導
き、消費者へのリーチを拡大します。

卓越性に対する世界的評価
アクシスとパートナーシップを結ぶことで、革新、卓越性、そして30年以
上にわたるパートナーシップ精神への揺るぎないコミットメントに対す
る確かな評価を誇る、グローバル組織とつながることができます。



アクシスならで
はの違いを発見
してください。



パートナーシップの特典。
パートナーシップの3つのレベルは、相互の成
功を促進し、アクシス製品の統合におけるパー
トナーの投資に応じた特典を提供するよう構
成されています。アプリケーション開発パート
ナーレベルへの参加は簡単です。最小限の要
件で、多数の特典を提供し、貴社の期待に沿っ
たスタートへと導きます！

統合ツール
>  VAPIX® – アクシス独自のアプリケーションプログラミング
インターフェース (API)

> AXIS Virtual Camera - カメラシミュレーションツール
>  AXIS Metadata Monitor – イベントおよびPTZ (パン/チルト/
ズーム) 視覚化/検証ツール

ソフトウェア開発キット (SDK)
> ライブビュービデオ
> ビデオ録画および再生
> 高度なPTZ (パン/チルト/ズーム) 統合
> 製品検出および装置管理
>  エッジベースアプリ開発: AXIS Camera Application 

Platform (ACAP)

再販不可 (NFR) の評価機を割引価格で提供



パートナーシップの特典。

優先的な統合サポート
> アクシス製品および機能
> アクシスAPIおよびSDK
> アクシス開発ツール
> わかりやすいガイドライン

マーケティングおよびコミュニケーション
> マーケティング素材
> Axisパートナーページ
> 年4回発行のeNews
> ファームウェア・ロードマップ
> 最新製品、製造・販売の終了に関する情報の早期提供
> 技術ホワイトペーパーおよびトレンドに関する記事

パートナーとの交流の機会
>  各種ハードウェアおよびソフトウェアメーカー、販売会社、
コンサルタントなど、Axisパートナーネットワークへのアク
セス

一部の地域では、特典の一部がご利用いただけない場合があります。



シルバーおよび 
ゴールドの特典。

シルバーおよびゴールドステータスのADPパート
ナーは、その商用アプリケーションとアクシス製品
および機能との統合における実績を備え、相互ビ
ジネスを積極的に拡大しています。アクシスでは、
パートナーの貢献を高く評価し、専用の上位特典
を提供しています。



専用アカウント管理
>  エンジニア、マーケティングおよび事業開発プロフェッショナルによるアカ
ウントチーム

> ロードマップ共有

優先的な統合プランニングおよびサポート

NFR評価機における、さらなる割引

共同マーケティングプロモーション
>  アクシス「アプリケーションデータベース」ウェブサイト上におけるプロモー
ション

>  重要な業種における「スペシャリスト」としての評価とマーケティングの 
機会

> 共同ソリューション、共同マーケティング開発
> 出資型共同マーケティング

上位向け専用のパートナーとの交流の機会
>  地域、またはグローバルAxisパートナーネットワークイベントおよびフォー
ラムへの参加

> 各種ハードウェアおよびソフトウェアメーカーの紹介



パートナーの特典 ADP シルバーADP ゴールドADP

販売およびマーケティング¹

再販不可 (NFR) のデモ設備²を割引価
格で提供

Axisパートナーページ、マーケティ
ング用品、統合ツールへのアクセス
を確保

年4回発行のeNews

ウェルカムキットおよび認定証

Axisパートナーイベントへの参加

販売会社、ソフトウェアデベロッ 
パー、技術メーカー、コンサルタン
トなどAxisパートナーネットワーク
へのアクセス

上位パートナー向けの評価機貸出

見込み顧客先の提供

専用アカウントチーム  

アクシスウェブサイト上への掲載  
(利用規約条件による)

共同マーケティング

Axis Experience Center (デモ用施設)
の利用

重要な業種におけるスペシャリスト
としての評価およびプロモーション

アクシス販売チームによる共同ソ
リューション活用

技術サポート¹

アクシスのAPI、SDK、技術ツール、
詳細な技術文書

技術および統合サポート

パートナーソリューションにおいて
認定された/教育を受けたアクシス
ADPエンジニア

一部の開発ユニットにおける先行 
利用

製 品 お よ び 機 能 に お け る ロ ー ド 
マップ



パートナーの要件 ADP シルバーADP ゴールドADP

商用アプリケーションを開発してい
る企業

アクシス統合トレーニングへの参加 推奨

カメラのチャンネル数の目標を協議
済み

新しい機能への速やかな統合を実現
する、VAPIX®* のサポート

年間アカウント計画および専用アカ
ウントチーム

販売前および販売後のサポートの 
提供

自社ウェブサイトにアクシスとの 
パートナー情報、アクシス対応製品
リストが記載されている

プロジェクト情報の共有

製品ロードマップとの整合

最新のソフトウェア/ハードウェアを
アクシスへ提供

アクシスADP専門エンジニアの教育

自社販売チームによる共同ソリュー
ション活用

教育¹

技術および販売トレーニング -  Axis 
Communications' Academy

オンラインコース

クラスルームおよび/またはWebベー
ス統合トレーニング

¹  特典は地域、案件、パートナーレベルにより異なる可能性があります。
²   アクシスはパートナーレベルに応じたパートナーリベート制度で、正規ディストリビューターをサポートしています。実際の購入金
額は、正規ディストリビューターが決定します。

³  パートナーは、現在の正規ディストリビューターのアカウント番号をアクシスに提供する必要があります。

シルバーステータスパートナーは、認定パートナーと比較して、より広範な利益獲得の機会²やパートナーとの交流の機会、優先
的な技術サポートを利用することができます。

ゴールドステータスパートナーは、シルバーステータスパートナーと比較して、より広範な利益獲得の機会²、定期的なミーティ
ング、より広範なパートナーとの交流の機会、優先的なウェブリスティング、出資型共同マーケティングの機会、優先的な技術
サポートを利用することができます。ゴールドパートナーは、シルバーステータスパートナーよりも、高い収益への貢献度が期
待されます。



Axis Communicationsについて
アクシスは、インテリジェントなセキュリティソリューションを通じて、よりスマートで安全な環境
の実現を目指しています。ネットワークビデオ市場をけん引するリーダーとして、アクシスはオープ
ンプラットフォームを基盤とした革新的なネットワーク機器を次々と開発し、製品化しています。
また、パートナーとのグローバルな連携体制を通じて、お客様に付加価値の高い製品をお届けし
ます。アクシスでは、長年にわたってパートナーと協力関係を築いてきました。アクシスはこうした
パートナーに向け、蓄積された知見と、既存および新規市場における画期的なネットワーク製品
を提供しています。

アクシスは全世界50ヶ国以上に2,500人を超える熱意にあふれた従業員を擁し、80,000以上のグ
ローバルパートナーから成る連携体制に支えられています。スウェーデンに本社を置くアクシスは
1984年に設立され、NASDAQ Stockholm (ティッカーシンボルAXIS)に株式上場しています。

より詳しい情報はwww.axis.comをご覧ください。

©2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、ETRAX、ARTPEC、VAPIXは、スウェーデ
ンおよびその他の国で登録されたAxis ABの登録商標です。その他、記載の社名、商品名などは、各
社の商標または登録商標です。記載の内容は予告なく変更することがあります。
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