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1. 概要 – Customer Connect とは

セルフサービス機能とガイド付きのワークフローによって、時間を短縮し、問題をすばやく解決できます。

エンタイトルメントアカウント(EA)内のユーザーベースの権限を使用して、製品のライセンスキーとサポート情報

へのアクセスを制御できます。

ライセンスキーとサポート情報の管理、サポートリクエスト(SR)の追跡、新製品の評価、および購入した製品の

ダウンロードを1か所から実行できます。

シンプルな操作環境

柔軟な権限の制御

効率的な管理

製品のライセンス、およびサポート情報の管理を容易にします。

新しい、統合されたアカウントベースのポータルサイトでは、
直感的な画面操作により、製品のライセンスとサポート情報を表示、

および管理し、重要な機能にすばやくアクセスできます。
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・ライセンスキーおよびサポート契約を、全て1か所で管理できます。

・ 1 回のログインで、複数のエンタイトルメントアカウント(EA)にアクセスできます。

・個々のユーザー単位ではなく、EA全体のサポート契約のステータスを表示できます。

・ライセンスキーおよびサポート契約の所有と管理は、個人/メールアドレス単位ではな

く、企業単位で行われます。

・ライセンスキー、サポート契約、およびユーザーを企業レベルで表示します。

・フォルダ内でライセンスを管理することで、ダウングレード/アップグレードプロセスを

簡素化します。

・フォルダに分散している 1 つ以上のライセンスを 、1 回のトランザクションで、アップ

グレードできます。

1. 概要 – Customer Connect のメリット
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▪ エンタイトルメントアカウント
ベースの管理

▪ ユーザーおよび製品の購入
履歴を企業レベルで表示

柔軟な
ユーザー管理

▪ エンタイトルメントアカウント管理
者が、ユーザーのアク
セス権や権限を管理

▪ 柔軟なフォルダ構造でライ
センスの分類、管理が可能

▪ 製品および関連する契約を
トップページにまとめて表示

▪ 効率的なワークフロー、セルフ
ヘルプインターフェイス、
ガイド付きサポート

1. 概要 – Customer Connect 利用環境

エンタイトル
メント

アカウントごと
の表示

統合サイト

▪ 柔軟性のないルールと
複雑なロール

▪ アクセス制御は契約単位
（全て許可するか、
全て許可しないの
いずれか）

▪ メールアドレスベースの管理

▪ メールアドレスの集約は手作業

▪ 複数のサイト間での移動

▪ 複数のログイン

複数の
アクセス
ポイント

事前定義
済みの
ロール

メール
アドレス
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サポート契約 B

サポート契約 D

サポート契約 C

サポート契約 E

User 1

1. 概要 – エンタイトルメントアカウント

SU PC

User 1

User 2

Administrator 1

Administrator 2

フォルダ 1

フォルダ 2

フォルダ 3

フォルダ 4

Administrator 3

フォルダ 2

エンタイトルメントアカウント (EA)

HOME

フォルダ

サポート契約 A

Customer Connect には 、エンタイトルメントアカウント(EA)という
新しい概念が導入されています。

EA : Entitlement Account （エンタイトルメントアカウント）

企業、団体、個人に対応付けられるエンタイトルメント情報の一意の
管理単位です。

EA を設定すると、個々のメールアカウント単位でなく、EA 単位で情
報をまとめて表示できます。

自身のライセンスとサポート契約を適切な方法で整理および管理す
るための、柔軟性にすぐれた新しいシステムです。
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HOME

フォルダ

フォルダ3

フォルダ4

フォルダ2

フォルダ1

1. 概要 – フォルダの構成

アクセス権設定対象フォルダ ユーザーがアクセスできるフォルダ

HOMEフォルダ
・エンタイトルメントアカウント

(HOMEフォルダ/フォルダ1・2・3・4)

フォルダ1

・フォルダ1
・フォルダ3・4

(フォルダ1から権限が継承され、削除不可)

フォルダ2 ・フォルダ2

・HOMEフォルダにアクセス可能な場合、EA内全てのフォルダにアクセスが可能です。

・権限は、上位フォルダから継承されます。

* 権限が競合している場合、上位フォルダの権限が優先され、ユーザーは

全てのサブフォルダにアクセスが可能です。

* 下位レベルでは、アクセスを制限する機能はありません。

例) ユーザーがフォルダ1にアクセスできる場合、フォルダ3・4に対し、

権限付与されていなくても、両方のフォルダにアクセスできます。

例) ユーザーにフォルダ3へのアクセスを許可、フォルダ4へのアクセスを

許可しない場合は、フォルダ3の権限のみ設定します。

上位フォルダ

下位フォルダ

エンタイトルメントアカウント(EA)
Folder （フォルダ）

製品やサポートの関連情報を管理および整理するために Customer Connect 

で使用されます。
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SU PC

HOME

フォルダ

1. 概要 – ユーザーロール

User 1

User 2

Administrator 1

Administrator 2

フォルダ 1

フォルダ 2

フォルダ 3

フォルダ 4

ロール 人数 役割

SU
(Super User)
スーパーユーザー

1
EA
に
対
す
る
権
限
を
所
有

製品やサポート情報、ユーザーの管理が可能です。

関連するEAとVMware との主要な担当者となります。

同一のユーザーが、SU・PCを兼任できます。

SU自身にて、オンライン上でのSUの変更が可能です。

PC
(Procurement 
Contact)
購買担当者

1

製品やサポート情報の管理が可能です。

注文、更新、および見積もりに関する処理を担当します。

同一のユーザーが、SU・PCを兼任できます。

PC自身にて、オンライン上でのPCの変更が可能です。

Administrator
アドミニストレーター

複数可

フ
ォ
ル
ダ
に
対
す
る
権
限
を
所
有

フォルダに対して、権限[View Orders & Contracts]以外の全
権限を所有します。

HOMEフォルダ以下の上位フォルダに付与可能です。
権限[Manage folders & user permissions]+[Manage Roles]所
有ユーザー、SU・PCにて付与可能です。

User
一般ユーザー

複数可
一意のメールアドレスを持つ各EA内の個人です。

複数の権限の割り当てが可能です。

エンタイトルメントアカウント(EA)
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SU PC

HOME

フォルダ

1. 概要 – SU・PCの権限

エンタイトルメントアカウント(EA)
SU・PC権限 役割

対
象

既定
値

Manage roles Administratorの追加/削除、 SU・PCの変更

EA
内
全
て

○

View support requests SRの履歴閲覧

View orders & support 
contracts

注文/サポート契約の閲覧

View license keys & user 
permissions

ライセンスキー/ユーザー権限の閲覧

Manage folders & user 
permissions

(+View license keys & user 
permissions)

フォルダ/ユーザー権限の変更

Divide & combine license keys
(+View license keys & user 

permissions)
ライセンスキーの分割/結合

Upgrade & downgrade license 
keys

(+View license keys & user 
permissions)

ライセンスキーのアップグレード/ダウングレード/無
効化

File technical support requests テクニカルSRの発行

Download products 製品のダウンロード
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Administrator権限 役割
対
象

既定値

Manage roles Administratorの追加/削除

対
象
フ
ォ
ル
ダ
/サ
ブ
フ
ォ
ル
ダ
内
全
て

○
View support requests SRの履歴閲覧

View orders & support 
contracts

- △(選択付与
可能)

View license keys & user 
permissions

ライセンスキー/ユーザー権限の閲覧

○

Manage folders & user 
permissions

(+View license keys & user 
permissions)

フォルダ/ユーザー権限の変更

Divide & combine license keys
(+View license keys & user 

permissions)
ライセンスキーの分割/結合

Upgrade & downgrade license 
keys

(+View license keys & user 
permissions)

ライセンスキーのアップグレード/ダウングレー
ド/無効化

File technical support requests テクニカルSRの発行

Download products 製品のダウンロード

1. 概要 – Administratorの権限

Administrator

フォルダ

フォルダ

エンタイトルメントアカウント(EA)
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一般ユーザー権限 役割
対
象

既定値(EAに
追加直後)

Manage roles Administratorの追加/削除

対
象
フ
ォ
ル
ダ
/サ
ブ
フ
ォ
ル
ダ
内
全
て

△(選択付与
可能)

View support requests SRの履歴閲覧

View orders & support 
contracts

注文/サポート契約の閲覧

View license keys & user 
permissions

ライセンスキー/ユーザー権限の閲覧

Manage folders & user 
permissions

(+View license keys & user 
permissions)

フォルダ/ユーザー権限の変更

Divide & combine license keys
(+View license keys & user 

permissions)
ライセンスキーの分割/結合

Upgrade & downgrade license 
keys

(+View license keys & user 
permissions)

ライセンスキーのアップグレード/ダウングレ
ード/無効化

File technical support requests テクニカルSRの発行

○Download products 製品のダウンロード

1. 概要 – 一般ユーザーの権限

User

フォルダ 1

フォルダ 3

エンタイトルメントアカウント(EA)
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1. 概要 – Customer Connect へのログイン

http://customerconnect.vmware.com/jp/login

http://customerconnect.vmware.com/jp/login
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2. ユーザーアカウント（ユーザープロファイル）と EA (エンタイトルメントアカウント)

• ユーザーアカウント（ユーザープロファイルとも呼びます）はどなたでも作成いただけます。

• 作成いただいた時点では EA (エンタイトルメントアカウント）との紐付け（関連づけ）はありません。

当該 EA のスーパーユーザーが招待し、ユーザーが受諾することによってEAとの紐付けが行われます。

• EA内のフォルダ単位に紐付けを行います。（そのフォルダに対するアクセス権限が付与されます）

• 複数のEAへの紐付けが可能です。

（例. パートナー会社様を複数のエンドユーザー会社様のEAへ紐付けることが可能です）
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2-1. ユーザーアカウントの新規作成 - ユーザー情報の入力

http://customerconnect.vmware.com/jp/login

* お名前（姓）（名）も含め、すべて 「半角英数字」 で入力してください。

http://customerconnect.vmware.com/jp/login
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2-1. ユーザーアカウントの新規作成 - 確認メールと有効化

• 確認メールが届かない場合

- 迷惑メールフォルダ内を確認

- donotreply@vmware.comを指定受信設定

- メールを再送信（ログインして実行）
有効化されました。この時点ではまだ EA (エンタイトルメントア

カウント）の紐付けはありません。

登録時に設定したパスワードを入力して有効化します。
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2-2. ユーザーアカウント（プロファイル）関連の KB (Knowledge Base)

KB# 2007005 https://kb.vmware.com/s/article/2007005?lang=ja

プロファイルの作成方法（2007005）

KB# 2007007 https://kb.vmware.com/s/article/2007007?lang=ja

プロファイルのアクティブ化（2007007）

KB# 2086265 https://kb.vmware.com/s/article/2086265?lang=ja

プロファイルの表示方法（2086265）

KB# 2086266 https://kb.vmware.com/s/article/2086266?lang=ja

プロファイルの更新方法（2086266）

KB# 2013963 https://kb.vmware.com/s/article/2013963?lang=ja

忘れてパスワードを復元する方法（2013963）

https://kb.vmware.com/s/article/2007005?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2007007?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2086265?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2086266?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2013963?lang=ja
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2-2. ユーザーアカウント（プロファイル）関連の KB (Knowledge Base) <続き>

KB# 2018628 https://kb.vmware.com/s/article/2018628?lang=ja

プロファイルの電子メール アドレスの変更 (2018628)

KB# 2013926 https://kb.vmware.com/s/article/2013926?lang=ja

プロファイルの非アクティブ化方法（2013926）

KB# 2013927 https://kb.vmware.com/s/article/2013927?lang=ja

Customer Connect の顧客番号（2013927）

目次

https://kb.vmware.com/s/article/2018628?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2013926?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2013927?lang=ja
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2-3. ユーザーアカウントのEAへの登録（紐付け）

• スーパーユーザーが一般ユーザーを EA にご招待します。

• スーパーユーザーの方がご不明な場合は、本ドキュメントの「サポートリクエスト」の章をご参照の上、
お問い合わせください。（オーダー番号あるいはサポート契約番号を添えてください）

カテゴリー選択 → [ノンテクニカル]

「ユーザーおよび権限」 メニュー

スーパーユーザーが複数のEAに紐づいている場合、今回の

対象EAをプルダウンから選択し、「新しいユーザーの招待」を

クリックします。
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2-3. ユーザーアカウントのEAへの登録（紐付け） - SU によるEAへの招待

1. 招待するユーザーを入力します。（複数可） 2. ユーザーを紐づけるフォルダを選択します。

3. 選択したフォルダに対する権限を設定します。

4. 最終確認画面です。

各権限の内容については「1 概要」をご参照ください。

または次のKBをご参照ください。

Customer Connect でのユーザー権限の把握

http://kb.vmware.com/kb/2081226
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2-3. ユーザーアカウントのEAへの登録（紐付け） - ユーザーによる招待の受諾

1. 招待メールが届きます。（有効期間：９０日） ２. Customer Connect へログインして下記 「同意する」 をクリック

3. エンタイトルメントアカウントへの紐付きを確認します。

• 次に招待されたユーザーの方が受諾します。

• 受諾後、エンタイトルメントアカウントが反映されるまでしばらく時間がかかる場合がございます。

ご注意：既に EA への紐付けがあり、追加で別の EA を紐づける

場合は、下記のアラートから受諾・同意を進めてください。
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2-4. EAへのユーザー登録（紐付け）関連の KB (Knowledge Base)

KB# 2070557 https://kb.vmware.com/s/article/2070557?lang=ja

ユーザーを削除する方法（2070557）

KB# 2070555 https://kb.vmware.com/s/article/2070555?lang=ja

新規ユーザーをアカウントに招待する方法（2070555）

KB# 2006983 https://kb.vmware.com/s/article/2006983?lang=ja

アカウントの概要（2006983）

KB# 2011009 https://kb.vmware.com/s/article/2011009?lang=ja

アカウントとアカウント情報の検索方法（2011009）

KB# 2015518 https://kb.vmware.com/s/article/2015518

Permissions are locked in Customer Connect （2015518） 目次

https://kb.vmware.com/s/article/2070557?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2070555?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2006983?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2011009?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2015518
https://kb.vmware.com/s/article/2007005?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2015518
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3. ユーザーおよび権限の管理

• 一つのEAにスーパーユーザー（SU）とプロキュアメントコンタクト（PC）が一人ずつ設定されています。（兼務可）

• アドミニストレータはフォルダ単位に設定します。そのフォルダに対するスーパーユーザー相当の権限を保有します。

• フォルダ毎にアクセス権限を変更することができます。
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付与/解除対象権限
権限付与/解除可

能ユーザー
注意点

一般ユーザーの権限 役割(フォルダに対して)
SU・
PC

Admi
nistra
tor

一般
ユーザ

ー

Manage roles Administratorの追加/削除

○

○ △
△: 権限[Manage folders & user permissions]+[Manage Roles]

所有必須
(解除の際、対象ユーザーが同権限所有の場合、解除不可)

View support requests SRの履歴閲覧 ○ △
△: 権限[Manage folders & user permissions]+[View support 

requests]所有必須
(解除の際、対象ユーザーが同権限所有の場合、解除不可)

View orders & support contracts 注文/サポート契約の閲覧 △ △
△: 権限[Manage folders & user permissions]+[View orders & 

support contracts]所有必須
(解除の際、対象ユーザーが同権限所有の場合、解除不可)

View license keys & user 
permissions

ライセンスキー/ユーザー権限の閲
覧

○ △
△: 権限[Manage folders & user permissions]所有必須

(解除の際、対象ユーザーが権限[Manage folders & user 
permissions]+[Manage Roles所有の場合、解除不可)

Manage folders & user permissions
(+View license keys & user 

permissions)
フォルダ/ユーザー権限の変更 ○ △

△: 権限[Manage folders & user permissions]所有必須
(解除の際、対象ユーザーが同権限所有の場合、解除不可)

Divide & combine license keys
(+View license keys & user 

permissions)
ライセンスキーの分割/結合 ○ △

△: 権限[Manage folders & user permissions]所有必須
(解除の際、対象ユーザーが同権限所有の場合、解除不可)

Upgrade & downgrade license keys
(+View license keys & user 

permissions)

ライセンスキーのアップグレード/ダ
ウングレード/無効化

○ △
△: 権限[Manage folders & user permissions]+[Upgrade & 

downgrade license keys]所有必須
(解除の際、対象ユーザーが同権限所有の場合、解除不可)

File technical support requests テクニカルSRの発行 ○ △
△: 権限[Manage folders & user permissions]+[File technical 

support requests]所有必須
(解除の際、対象ユーザーが同権限所有の場合、解除不可)

Download products 製品のダウンロード - - EAへのユーザー追加後、既定値として設定されます。

3-1. フォルダへのユーザー権限付与/解除 – 条件
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3-2. ユーザーおよび権限の管理 関連の KB (Knowledge Base)

KB# 2006977 https://kb.vmware.com/s/article/2006977?lang=ja

ユーザー権限の把握（2006977）

KB# 2016898 https://kb.vmware.com/s/article/2016898

Roles and Responsibilities in Customer Connect (2016898)

KB# 2070468 https://kb.vmware.com/s/article/2070468?lang=ja

ユーザー権限を表示する方法（2070468）

KB# 2070479 https://kb.vmware.com/s/article/2070479?lang=ja

ユーザー権限を編集する方法（2070479）

KB# 2070540 https://kb.vmware.com/s/article/2070540?lang=ja

ユーザーとフォルダを共有する方法（2070540）

https://kb.vmware.com/s/article/2006977?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2016898
https://kb.vmware.com/s/article/2070468?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2070479?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2070540?lang=ja
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3-2. ユーザーおよび権限の管理 関連の KB (Knowledge Base)  <続き>

KB# 2011011 https://kb.vmware.com/s/article/2011011?lang=ja

スーパー ユーザーおよびプロキュアメント コンタクト を変更する方法
（2011011)

KB# 2035526 https://kb.vmware.com/s/article/2035526

Administrator role in Customer Connect （2035526）

KB# 2037543 https://kb.vmware.com/s/article/2037543?lang=ja

管理者ロールの割り当ておよび削除（2037543）

KB# 2070494 https://kb.vmware.com/s/article/2070494?lang=ja

Locating the Super User and Procurement Contact （2070494）

KB# 2016605 https://kb.vmware.com/s/article/2016605?lang=ja

フォルダ権限の要求方法 （2016605）

https://kb.vmware.com/s/article/2011011?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2035526
https://kb.vmware.com/s/article/2037543?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2070494?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2016605?lang=ja


©2021 VMware, Inc.

3-2. ユーザーおよび権限の管理 関連の KB (Knowledge Base)  <続き>

目次

KB# 2070481 https://kb.vmware.com/s/article/2070481?lang=ja

ユーザー権限をコピーする方法 （2070481）

KB# 2006978 https://kb.vmware.com/s/article/2006978?lang=ja

ユーザー権限を表示、編集、コピーする （2006978）

https://kb.vmware.com/s/article/2070481?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2006978
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4. ライセンスキーの管理

ライセンスキーの結合・分割・アップグレード・ダウングレードなどを行います。

操作には権限の設定が必要です。 フォルダ毎に権限設定が異なることがありますのでご注意ください。

また PAC からライセンスキーへ展開した後でライセンスキーの結合/分割/移動・ダウングレード/アップグレー

ドなどの操作を行う場合、最大48時間程度、経過してから実施してください。
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4-1. ライセンスキーの管理 - ライセンスキー操作に必要なアクセス権限

権限名称 内容

Manage roles Administratorの追加/削除

View support requests SRの履歴閲覧

View orders & support contracts 注文/サポート契約の閲覧

View license keys & user permissions ライセンスキー/ユーザー権限の閲覧

Manage folders & user permissions フォルダ/ユーザー権限の変更

Divide & combine license keys ライセンスキーの分割/結合

Upgrade & downgrade license keys ライセンスキーのアップグレード/ダウングレード/無効化

File technical support requests テクニカルSRの発行

Download products 製品のダウンロード
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4-2. ライセンスキーの管理 関連の KB (Knowledge Base)

KB# 2006831 https://kb.vmware.com/s/article/2006831?lang=ja

ライセンス キーを表示する方法（2006831）

KB# 81616 https://kb.vmware.com/s/article/81616

ライセンスキーの分割・結合 How to Divide or Combine License 
Keys in Customer Connect with troubleshooting steps (81616)

KB# 81665 https://kb.vmware.com/s/article/81665?lang=ja

ライセンスキーのアップグレード・ダウングレード How to Upgrade or 
Downgrade License Keys in Customer Connect with troubleshooting 
steps (81665)

https://kb.vmware.com/s/article/2006831?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/81616
https://kb.vmware.com/s/article/81665?lang=ja
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4-2. ライセンスキーの管理 関連の KB (Knowledge Base)  <続き>

KB# 2006971 https://kb.vmware.com/s/article/2006971?lang=ja

ライセンス キーを移動する方法（2006971）

KB# 2032145 https://kb.vmware.com/s/article/2032145?lang=ja

ライセンス キーへのメモとカスタム ラベルの追加（2032145）

KB# 2006976 https://kb.vmware.com/s/article/2006976

Deactivating license keys in Customer Connect （2006976）

KB# 2006986 https://kb.vmware.com/s/article/2006986?lang=ja

ライセンスエディションのアップグレード（2006986）

https://kb.vmware.com/s/article/2006971?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2032145?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2006976
https://kb.vmware.com/s/article/2006986?lang=ja
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4-2. ライセンスキーの管理 関連の KB (Knowledge Base)  <続き>

KB# 2014346 https://kb.vmware.com/s/article/2014346?lang=ja

アカウントに表示されないライセンス キー（2014346）

KB# 2020947 https://kb.vmware.com/s/article/2020947?lang=ja

ライセンスキーの移動に失敗する （2020947）

KB# 2070485 https://kb.vmware.com/s/article/2070485?lang=ja

別のアカウントにライセンスを移動する方法 （2070485）

目次

KB# 2143936 https://kb.vmware.com/s/article/2143936?lang=ja

Troubleshooting License Keys management （2143936）

https://kb.vmware.com/s/article/2014346?lang=en_us
https://kb.vmware.com/s/article/2020947?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2070485?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2143936?lang=ja
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5. フォルダ管理

• フォルダ単位でライセンス管理およびユーザー管理を行います。

• フォルダ名をプロジェクト名や事業部名にすることにより管理を容易にします。

• ライセンスを別のフォルダへ移動しますと移動先のフォルダに権限をお持ちのユーザーの方にアクセス

権限が移りますのでご注意ください。

• ライセンスをご購入いただきますとオーダー時にご指定いただいた EA 下にライセンスが払い出されます。

• ライセンスご注文書に記載のご担当者のロール（スーパーユーザー、あるいは一般ユーザー）によって

ライセンス払い出しフォルダが異なります。（スーパーユーザー➔ HOME,  一般ユーザー➔ オーダー

番号名のフォルダ）
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5-1. フォルダ管理 - フォルダ操作に必要なアクセス権限

権限名称 内容

Manage roles Administratorの追加/削除

View support requests SRの履歴閲覧

View orders & support contracts 注文/サポート契約の閲覧

View license keys & user permissions ライセンスキー/ユーザー権限の閲覧

Manage folders & user permissions フォルダ/ユーザー権限の変更

Divide & combine license keys ライセンスキーの分割/結合

Upgrade & downgrade license keys ライセンスキーのアップグレード/ダウングレード/無効化

File technical support requests テクニカルSRの発行

Download products 製品のダウンロード
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5-2. フォルダ管理 関連の KB (Knowledge Base)

KB# 2011222 https://kb.vmware.com/s/article/2011222?lang=ja

フォルダを管理する方法 (2011222)

KB# 2071460 https://kb.vmware.com/s/article/2071460?lang=ja

フォルダを作成する方法（2071460）

KB# 2129995 https://kb.vmware.com/s/article/2071466?lang=ja

フォルダ名を変更する方法（2071466）

KB# 2071464 https://kb.vmware.com/s/article/2071464?lang=ja

フォルダを検索する方法 (2071464)

https://kb.vmware.com/s/article/2011222?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2071460?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2071466?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2071464?lang=ja
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KB# 2071465 https://kb.vmware.com/s/article/2071465?lang=ja

フォルダを移動する方法（2071465）

KB# 2071462 https://kb.vmware.com/s/article/2071462?lang=ja

フォルダを削除する方法 (2071462)

目次

5-2. フォルダ管理 関連の KB (Knowledge Base) <続き>

KB# 2016401 https://kb.vmware.com/s/article/2016401?lang=ja

フォルダ管理のトラブルシューティング(2016401)

https://kb.vmware.com/s/article/2071465?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2071462?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2016401?lang=ja
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6. [OEM製品購入時] PACからライセンスキーへの変換

• OEM経由で製品をご購入された場合、Customer Connect ポータル上で管理可能なライセンスキーではなく、

PAC(Partner Activation Code, 英数字２５桁)がご提供されます。

ライセンスキーを取得するためには、PACからライセンスキーへの変換作業が必要です。PAC 操作実施後、場合によ

っては 48 時間程度経過してからポータルへライセンスキーが払い出されることがあります。

• 最大２０個までのPACが一回の操作で同時に入力できます。

• 実施時に選択された EA (エンタイトルメントアカウント）にライセンスキーが払い出されますので EA の選択にはご注意

ください。またパートナー企業様がエンドカスタマー様の代理で行う場合、エンド様のユーザアカウントで実施されるか、

あるいは対象 EA へ事前に紐付けを行ってから実施してください。 間違った EA に払い出されますと後日、所定の手続

きが必要となります。

• 上位エディションや上位製品へのアップグレードの場合にはベースのライセンスキーの指定が必要となります。 対象

EA にベースライセンスキーが存在していることをご確認ください。また有効なサポート契約（サブスクリプション契約）に

含まれている必要があります。

• 下記以外のOEM各社のPACエントリーのサイトにつきましてはこちらの「OEM Portal Help (英語）」をご参照ください。

OEM リンク

Dell https://www.vmware.com/oem/code.do?Name=DELL-AC

Fujitsu https://www.vmware.com/oem/code.do?Name=FUJITSU-AC

Hitachi https://www.vmware.com/oem/code.do?Name=HITACHI-AC

HP https://www.vmware.com/oem/code.do?Name=HP-AC

Lenovo https://www.vmware.com/oem/code.do?Name=LENOVO-AC

NEC https://www.vmware.com/oem/code.do?Name=NEC-AC

https://www.vmware.com/support/support-resources/licensing/oem-help.html
https://www.vmware.com/oem/code.do?Name=DELL-AC
https://www.vmware.com/oem/code.do?Name=FUJITSU-AC
https://www.vmware.com/oem/code.do?Name=HITACHI-AC
https://www.vmware.com/oem/code.do?Name=HP-AC
https://www.vmware.com/oem/code.do?Name=LENOVO-AC
https://www.vmware.com/oem/code.do?Name=NEC-AC
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6-1. PACからライセンスキーへの変換 – Customer Connect ログインページ

下記のどちらからもログイン可能です。

a) Customer Connect へログイン → 対象OEM先のPACサイトを開く （シングルサインオン）

b) 対象OEM先のPACサイトにて Customer Connect ユーザーアカウント/パスワードでログイン

共通
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6-1. PACからライセンスキーへの変換 – OEM PAC登録ページ

他のPAC入力との区別のため、コメントの挿入が可能です。

オーダー履歴に反映されます。

PAC (Partner Activation Code) を入力します。改行しながら、複数入力可能です。（最
大２０個）

PAC には、【O(オー)】は使用せず、【0(ゼロ)】を使用しています。



©2021 VMware, Inc.

6-1. PACからライセンスキーへの変換 – EA選択ページ(既存EA選択時)

プルダウンリストを開き、ライセンスキーが紐付くEAを選択

[Continue]を選択

該当EAに既に登録されている住所を選択

もしくは、

該当EAに登録する、新しい住所を半角英数字で入力

[Continue]を選択

Account Selection : EAの選択

* プルダウンリストに、ユーザーアカウントに紐付くEAが表示され、対

象ライセンスキーを管理するEAの紐付けを行います。

* 目的のEAがリストに表示されない場合、EA管理者に紐付けをご依
頼ください。（パートナー様が代理で行う場合にご注意ください）

* ユーザーが複数のEAに紐付く場合、EAの選択が可能です。

* 新規EA作成時は、次ページの[新規EA作成時]を確認してください。

既存EA選択時

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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6-1. PACからライセンスキーへの変換 – EA選択ページ(新規EA作成時)

新規EAに登録する情報を半角英数字で入力

[Continue]を選択

新規EA作成時

Account Selection : 新規EAの作成

• 本操作は初めて VMware 製品をご購入いただく際に必要となります。既存のお客様で
EA を所有されている場合は必ず前ページの操作に戻り、対象のEAを選択の上、実施
ください。

• パートナーご担当者様がエンド企業様の代理で行う場合、既存EAをご確認の上、実施
してください。 複数のEAが生成されたり、パートナー様のEA名で作成されたりしますと
後日、EA 間のライセンス移動など特別な手続きが必要となりますのでご注意ください。

1

2

1

2
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6-1. PACからライセンスキーへの変換 – PAC変換確認ページ

PAC変換後のライセンスキー詳細内容を確認

[Continue]を選択

10

12

1

2

1

2

「Continue」 ボタンをクリックしないと操作が完了しません！
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6-1. PACからライセンスキーへの変換 – PAC変換完了ページ

• PACのライセンスキーへの変換には、約30分 ほど要します。

変換後、ライセンスキーの結合/分割/移動・ダウングレード/アップグレードなどの操作を行っていただけるまでに、

最大24時間ほど要する場合があります。変換後、時間をおいて作業を行ってください。

• ダウングレードや分割などのライセンスキー操作につきましては本ドキュメントの 「4-2. ライセンスキーの管理 関連の KB」

をご参照ください。



©2021 VMware, Inc.

6-2. PACからのエディションアップグレード

• PAC を使用したエディションアップグレード（ex. vSphere Standard → Enterprise Plus) も同様の手順で行います。

• アップグレード元のライセンスキーを指定します。 表示されない場合はフォルダへの参照権限などをご確認ください。

• 元のライセンスキーはサポート契約（サブスクリプション契約）に入っている必要があります。
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6-2. PACからのエディションアップグレード – OEM PAC登録ページ

PACごとに改行しながら、エディションアップグレード用

PACを入力

[Continue]を選択

1

1

2

* 他のライセンスファイルとの区別のため、コメントの挿入が可能です。

2

Activation Code : PAC (Partner Activation Code)の入力

* Invalid Serial Number(s): 無効なライセンスキー

入力したライセンスキーに誤りがある可能性があります。

* PAC には、【O(オー)】は使用せず、【0(ゼロ)】を使用しています。
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6-2. PACからのエディションアップグレード – アップグレード対象選択ページ

Step 1にて、エディションアップグレード用PACの詳細確認

Step 2にて、エディションアップグレード元ライセンスキーが含まれたEAの[+]を開く

エディションアップグレード用ライセンスキーにチェックを入力

[Continue]を選択

3

3

4

6

5

5

4

6
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6-2. PACからのエディションアップグレード – PAC変換完了ページ

• PACのライセンスキーへの変換には、約30分 ほど要します。

変換後、ライセンスキーの結合/分割/移動・ダウングレード/アップグレードなどの操作を行っていただけるまでに、

最大24時間ほど要する場合があります。変換後、時間をおいて作業を行ってください。

• ダウングレードや分割などのライセンスキー操作につきましては本ドキュメントの 「4-2. ライセンスキーの管理 関連の KB」

をご参照ください。
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6-3. PACからライセンスキーへの変換 関連の KB (Knowledge Base)

KB# 2014281 https://kb.vmware.com/s/article/2014281?lang=ja

VMware パートナー アクティベーション コード (PAC) のアクティブ化方
法（2014281）

KB# 2011587 https://kb.vmware.com/s/article/2011587?lang=ja

OEM (Original Equipment Manufacturer) パートナー アクティベーショ
ン コード (PAC) ポータル（2011587）

目次

https://kb.vmware.com/s/article/2014281?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2011587?lang=ja


©2021 VMware, Inc.

7. ダウンロード （ご購入製品および評価版・無償版）

- ご購入された製品のダウンロードを行うには対象製品のダウンロード権限が必要です。 ライセンスキー

が格納されているフォルダに対してのダウンロード権限をご確認ください。（パッチダウンロードでは不要）

- 製品リストに対象製品が見つからない場合、画面表示を「日本語 → English」に切り替えてお試しください。

- 無償評価版や無償製品のダウンロードもこちらから可能です。いずれも最新版のみをご提供しております。

評価期間は３０日（デスクトップ製品）もしくは６０日（エンタープライズ製品）です。無償評価版は一部の製品

のみで全ての製品が対象ではありません。無償製品につきましてはご利用期間の制限はありません。
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7-1. ダウンロード - ダウンロード操作に必要なアクセス権限

権限名称 内容

Manage roles Administratorの追加/削除

View support requests SRの履歴閲覧

View orders & support contracts 注文/サポート契約の閲覧

View license keys & user permissions ライセンスキー/ユーザー権限の閲覧

Manage folders & user permissions フォルダ/ユーザー権限の変更

Divide & combine license keys ライセンスキーの分割/結合

Upgrade & downgrade license keys ライセンスキーのアップグレード/ダウングレード/無効化

File technical support requests テクニカルSRの発行

Download products 製品のダウンロード



©2021 VMware, Inc.

7-2. ダウンロード 関連の KB (Knowledge Base)

KB# 1037248 http://kb.vmware.com/kb/1037248

VMware 製品のダウンロード方法およびダウンロードで発生した問題のトラブル
シューティング（1037248）

KB# 2006993 http://kb.vmware.com/kb/2006993

VMware 製品のダウンロード ページへのアクセス（2006993)

KB# 2007045 http://kb.vmware.com/kb/2007045

ダウンロード履歴を表示する方法 (2007045)

KB# 1021623 http://kb.vmware.com/kb/1021623

パッチをダウンロードする方法 (1021623)

KB# 2017286 https://kb.vmware.com/s/article/2017286?lang=ja

VMware 製品を評価する (2017286)

目次

KB# 1031472 https://kb.vmware.com/s/article/1031472?lang=ja

Message ID 621: Download request is under review (1031472)

https://kb.vmware.com/s/article/1037248?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2006993?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2007045?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/1021623?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2017286?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/1031472?lang=ja
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8. サポートリクエスト （SR）

• テクニカルサポート、ライセンス管理およびその他一般的なお問い合わせについては Customer Connect

からサポートリクエストを発行してください。発行後はメールでのコミュニケーションとなり、履歴が Customer

Connect に反映されます。

• 発行にあたってはコンプライアンス遵守のため、起票者（ユーザー）はエイリアスではなく、個人アドレスから

とさせていただいております。 SR をシェアする場合には後述のウォッチリストをご利用ください。

• リクエスト発行時に有効なサポート契約に含まれている製品のみ、選択対象としてリスト表示されます。

• さらに発行者のリクエスト権限が設定されたフォルダ下の製品のみに絞り込まれます。

• 過去のリクエストを検索・参照したり、他のユーザー（同一EA内）とシェアすることも可能です。
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8-1. サポートリクエスト – 対象カテゴリの選択
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8-1. サポートリクエスト – 対象製品の選択

インシデントサポート

エンタイトルメントアカウント（EA）の選択

対象製品が表示されない場合はこちらを参照。

ナレッジベース 2009213 へのリンク

また、Essential Kit には保守契約はなく、インシデント
サポート（事前購入）のみとなります。

https://kb.vmware.com/s/article/2009213?lang=ja
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8-1. サポートリクエスト – 問い合わせ内容の入力と関連するKBの表示

問い合わせ内容に応じて関連のKBが表示されます。
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8-1. サポートリクエスト – その他情報の入力

他のユーザーをウォッチリストに追加することができます。
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8-1. サポートリクエスト – オープン中、またはクローズ済の SR の検索・表示
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8-2. サポートリクエスト - 関連のアクセス権限

権限名称 内容

Manage roles Administratorの追加/削除

View support requests SRの履歴閲覧

View orders & support contracts 注文/サポート契約の閲覧

View license keys & user permissions ライセンスキー/ユーザー権限の閲覧

Manage folders & user permissions フォルダ/ユーザー権限の変更

Divide & combine license keys ライセンスキーの分割/結合

Upgrade & downgrade license keys ライセンスキーのアップグレード/ダウングレード/無効化

File technical support requests テクニカルSRの発行

Download products 製品のダウンロード
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8-3. サポートリクエスト 関連の KB (Knowledge Base)

KB# 2007048 https://kb.vmware.com/s/article/2007048?lang=ja

サポート リクエストの表示と更新（2007048）

KB# 2006985 http://kb.vmware.com/kb/2006985

サポート リクエストの提出方法 (2006985)

KB# 2007002 https://kb.vmware.com/s/article/2007002?lang=ja

製品別の契約とサポート情報の表示（2007002）

KB# 2016906 https://kb.vmware.com/s/article/2016906

How to access a Support Request filed by another user（2016906）

https://kb.vmware.com/s/article/2007048?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2006985?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2007002?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2016906
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8-3. サポートリクエスト 関連の KB (Knowledge Base)  <続き>

KB# 2009213 https://kb.vmware.com/s/article/2009213?lang=ja

Customer Connect でテクニカル サポート リクエストを提出するときに
製品が一覧表示されない（2009213）

KB# 2014035 https://kb.vmware.com/s/article/2014035?lang=ja

VMware 製品のインシデント単位の有料サポートの購入および提出
（2014035）

目次

KB# 2006990 https://kb.vmware.com/s/article/2006990?lang=ja

Support Request form in Customer Connect （2006990）

https://kb.vmware.com/s/article/2009213?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2014035?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2006990?lang=ja
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9. レポートの発行

• 「利用可能なレポート」から選択します。 各レポートの詳細については後述の KB をご参照ください。

• レポートに表示される情報はユーザーが付与されている権限でアクセス可能なものに限定されます。

• 作成後、ポータル上に９０日間保存されます。

• ポータル上でライセンス操作などを実行後、レポートに反映されるのにしばらく時間がかかります。
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9-1. レポートの発行 - レポート操作に必要なアクセス権限

権限名称 内容

Manage roles Administratorの追加/削除

View support requests SRの履歴閲覧

View orders & support contracts 注文/サポート契約の閲覧

View license keys & user permissions ライセンスキー/ユーザー権限の閲覧

Manage folders & user permissions フォルダ/ユーザー権限の変更

Divide & combine license keys ライセンスキーの分割/結合

Upgrade & downgrade license keys ライセンスキーのアップグレード/ダウングレード/無効化

File technical support requests テクニカルSRの発行

Download products 製品のダウンロード
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9-2. レポートの発行 関連の KB (Knowledge Base)

KB# 2043472 https://kb.vmware.com/s/article/2043472?lang=ja

レポートの作成とダウンロード (2043472)

KB# 2042081 https://kb.vmware.com/s/article/2042081?lang=ja

サンプルのレポート (2042081)

目次

KB# 2045109 https://kb.vmware.com/s/article/2045109?lang=ja

CSVファイルへのエクスポート (2045109)

https://kb.vmware.com/s/article/2043472?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2042081?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2045109?lang=ja
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10-1. その他 – アラートについて
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10-2. アラート 関連の KB (Knowledge Base)

KB# 2006984 https://kb.vmware.com/s/article/2006984?lang=ja

Customer Connect のアラート (2006984)

https://kb.vmware.com/s/article/2006984?lang=ja
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10-3. その他 – 注文履歴 / サポート契約 / アクティビティログ

オーダー履歴やサポート契約を参照するためにはアクセス権の設定が必要です。

注文履歴アイコンが見つからないときは

カスタマイズで追加してください。
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10-4. オーダー履歴 / サポート契約 / アクティビティログ - 関連のアクセス権限

権限名称 内容

Manage roles Administratorの追加/削除

View support requests SRの履歴閲覧

View orders & support contracts 注文/サポート契約の閲覧

View license keys & user permissions ライセンスキー/ユーザー権限の閲覧

Manage folders & user permissions フォルダ/ユーザー権限の変更

Divide & combine license keys ライセンスキーの分割/結合

Upgrade & downgrade license keys ライセンスキーのアップグレード/ダウングレード/無効化

File technical support requests テクニカルSRの発行

Download products 製品のダウンロード
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10-5. オーダー履歴 / サポート契約 / アクティビティログ関連の KB (Knowledge Base)

KB# 2006979 https://kb.vmware.com/s/article/2006979?lang=ja

アカウントのアクティビティと注文履歴の表示 (2006979)

KB# 2006981 https://kb.vmware.com/s/article/2006981?lang=ja

サポート契約の履歴を表示する方法 (2006981)

KB# 2007002 https://kb.vmware.com/s/article/2007002?lang=ja

契約とサポート情報の表示 (2007002)

https://kb.vmware.com/s/article/2006979?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2006981?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2007002?lang=ja


©2021 VMware, Inc.

10-6. その他 – エンタイトルメントアカウント名の変更やライセンス移動

EA名の変更やライセンスを他のEAへ移動させるには所定の手続きが必要となります。

背景・理由により、手続き内容や必要書類などが異なりますので詳細は「サポートへの問い合わ

せ」の下記いずれかのメニューよりお問い合わせください。
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10-7. エンタイトルメントアカウント名の変更やライセンス移動関連の KB (Knowledge Base)

KB# 2016489 https://kb.vmware.com/s/article/2016489?lang=ja

アカウント変更フォーム (ACF) （2016489)

KB# 2016482 https://kb.vmware.com/s/article/2016482?lang=ja

ライセンスの割り当ておよび移動フォーム (LATF) （2016482）

KB# 2071469 http://kb.vmware.com/kb/2071469

How to request a transfer of legal ownership to another company
（2071469）

目次

https://kb.vmware.com/s/article/2016489?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2016482?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2071469
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11. お問い合わせ先 （ライセンス管理および Customer Connect 操作）

ライセンス管理、Customer Connect 操作方法、あるいは本ドキュメントに関してご不明な点がございまし

たら、サポートリクエストのノンテクニカルメニューよりお問い合わせください。 目次
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12. その他 KB (Knowledge Base)

KB# 2006994 https://kb.vmware.com/s/article/2006994?lang=ja

Customer Connect の概要 （2006994)

KB# 2014350 https://kb.vmware.com/s/article/2014350?lang=ja

Customer Connect に関する FAQ （2014350）

KB# 2014050 http://kb.vmware.com/kb/2014050?lang=ja

Logging in to Customer Connect fails （2014050）

KB# 2018716 https://kb.vmware.com/s/article/2018716?lang=ja

「要求を完了できません」 のトラブルシューティング（2018716）

https://kb.vmware.com/s/article/2006994?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2014350?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2014050?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2018716?lang=ja
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12. その他 KB (Knowledge Base)  <続き>

KB# 2045041 https://kb.vmware.com/s/article/2045041

<Subscription> Viewing Add-on requests （2045041)

目次

KB# 2045031 https://kb.vmware.com/s/article/2045031?lang=ja

<サブスクリプション> サブスクリプションサービスの詳細の表示
（2045031)

KB# 2045030 https://kb.vmware.com/s/article/2045030?lang=ja

<サブスクリプション> サブスクリプションサービスを表示する
（2045030)

https://kb.vmware.com/s/article/2045041?lang=en_us
https://kb.vmware.com/s/article/2045031?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2045030?lang=ja
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KB (Knowledge Base) ナレッジベース一覧 (1/3)

ユーザーアカウント（プロファイル） ユーザーおよび権限の管理

Customer Connect プロファイルの作成方法（2007005） ユーザー権限の把握（2006977）

Customer Connect プロファイルのアクティブ化（2007007） Roles and Responsibilities in Customer Connect (2016898)

Customer Connect プロファイルの表示方法（2086265） ユーザー権限を表示する方法（2070468）

Customer Connect プロファイルの更新方法（2086266） ユーザー権限を編集する方法（2070479）

忘れてしまった Customer Connect パスワードを復元する方法（2013963） ユーザーとフォルダを共有する方法（2070540）

Customer Connect プロファイルの電子メール アドレスの変更 (2018628)
スーパー ユーザーおよびプロキュアメント コンタクト を変更する方法
（2011011)

Customer Connect プロファイルの非アクティブ化方法（2013926） Administrator role in Customer Connect （2035526）

Customer Connect の顧客番号（2013927） 管理者ロールの割り当ておよび削除（2037543）

EAへのユーザー登録（紐付け） Locating the Super User and Procurement Contact （2070494）

新規ユーザーをアカウントに招待する方法（2070555） フォルダ権限の要求方法 （2016605）

ユーザーを削除する方法（2070557） ユーザー権限をコピーする方法 （2070481）

アカウントとアカウント情報の検索方法（2011009） ザー権限を表示、編集、コピーする （2006978）

アカウントの概要（2006983） ライセンスキーの管理

Permissions are locked in Customer Connect （2015518） ライセンス キーを表示する方法（2006831）

https://kb.vmware.com/s/article/2007005?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2006977?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2007005?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2007007?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2016898
https://kb.vmware.com/s/article/2007005?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2086265?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2070468?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2007005?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2086266?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2070479?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2013963?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2007005?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2013963?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2070540?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2007005?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2018628?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2011011?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2007005?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2013926?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2035526
https://kb.vmware.com/s/article/2007005?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2013927?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2037543?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2070494?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2070555?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2016605?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2070557?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2070481?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2011009?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2006978
https://kb.vmware.com/s/article/2006983?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2015518
https://kb.vmware.com/s/article/2006831?lang=ja
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KB (Knowledge Base) ナレッジベース一覧 (2/3)

ライセンスキーの分割・結合 How to Divide or Combine License Keys in 
Customer Connect with troubleshooting steps (81616)

フォルダを移動する方法（2071465）

ライセンスキーのアップグレード・ダウングレード How to Upgrade or 
Downgrade License Keys in Customer Connect with troubleshooting steps (81665)

フォルダを削除する方法 (2071462)

ライセンス キーを移動する方法（2006971） フォルダ管理のトラブルシューティング(2016401)

ライセンス キーへのメモとカスタム ラベルの追加（2032145） PACからライセンスキーへの変換

Deactivating license keys in Customer Connect （2006976）
VMware パートナー アクティベーション コード (PAC) のアクティブ化
方法（2014281）

ライセンスエディションのアップグレード（2006986）
OEM (Original Equipment Manufacturer) パートナー アクティベーショ
ン コード (PAC) ポータル（2011587）

アカウントに表示されないライセンス キー（2014346） ダウンロード

ライセンスキーの移動に失敗する （2020947） VMware 製品のダウンロード ページへのアクセス（2006993)

別のアカウントにライセンスを移動する方法 （2070485）
VMware 製品のダウンロード方法およびダウンロードで発生した問題
のトラブルシューティング（1037248）

Troubleshooting License Keys management （2143936） パッチをダウンロードする方法 (1021623)

フォルダ管理 ダウンロード履歴を表示する方法 (2007045)

フォルダを管理する方法 (2011222) VMware 製品を評価する (2017286)

フォルダを作成する方法（2071460） Message ID 621: Download request is under review (1031472)

フォルダ名を変更する方法（2071466） サポートリクエスト

フォルダを検索する方法 (2071464) サポート リクエストの提出方法 (2006985)

https://kb.vmware.com/s/article/81616
https://kb.vmware.com/s/article/2071465?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/81665?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2007005?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/81665?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2071462?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2006971?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2016401?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2032145?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2006976
https://kb.vmware.com/s/article/2014281?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2006986?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2011587?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2014346?lang=en_us
https://kb.vmware.com/s/article/2020947?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2006993?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2070485?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/1037248?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2143936?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/1021623?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2007045?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2011222?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2017286?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2071460?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/1031472?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2071466?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2071464?lang=ja
https://kb.vmware.com/s/article/2006985?lang=ja
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KB (Knowledge Base) ナレッジベース一覧 (3/3)

サポート リクエストの表示と更新（2007048） サポート契約の履歴を表示する方法 (2006981)

How to access a Support Request filed by another user（2016906） 契約とサポート情報の表示 (2007002)

製品別の契約とサポート情報の表示（2007002） エンタイトルメントアカウント名の変更やライセンス移動

VMware 製品のインシデント単位の有料サポートの購入および提出（2014035） アカウント変更フォーム (ACF) （2016489)

Customer Connect でテクニカル サポート リクエストを提出するときに製
品が一覧表示されない（2009213）

ライセンスの割り当ておよび移動フォーム (LATF) （2016482）
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