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エンスージアスト向け  
PC スペシャリティー ・ パートナーガイド
パートナーのソリューション。 インテルのテクノロジー。 組み合わせれば、 よりスマートに。



エンスージアスト向け PC  
スペシャリティー特典

販売パートナーは、 トップレベルのパートナー向け特典に加え、 エンスージアスト向け PC 
スペシャリティー特典の資格を得ることができます。 資格を得るには、 メンバーシップ ・ 

ステータス、 完成品システムのキャンペーンを示す証拠、 トレーニング、 販売量の基準を満
たしていることが前提条件です。 エンスージアスト向け PC の販売パートナーは、 このスペ

シャリティー特典により、 競争で優位に立ち、 新規か既存かを問わずお客様に対して 
完全なソリューションを提供できるようになります。

認定基準 ： プラチナ ・ メンバー 
シップ ・ ステータス

インテル ® Core  ™ プロセッサー ・
ファミリー X、 K、 H シリーズを 
搭載した完成品システムを、 
エンドユーザーに積極的にプロ
モーションしている 1

エンスージアスト向け製品 
およびテクノロジーに関する 
トレーニングを受けて  
25 クレジット獲得している

インテル ® Core  ™ プロセッサー ・ 
ファミリー X、 K、 H シリーズを 
年間 3,500 個以上購入している 2*

エンスージアスト特典 ：
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エンスージアスト向け PC スペシャリティー認定バッジ
「エンスージアスト PC スペシャリスト」 の認定を受けて、 
ゲームファンの特定セグメントに専門知識を届けることができます。  

* PRC、APJ、または LAR を拠点にしている販売パートナーで、(1) インテル ® Core  ™ プロセッサー・ファミリー X、K、H シリーズを年間 1,000 個以上購入しており、
(2) インテル ® Core  ™ プロセッサー ・ ファミリー X、 K、 H シリーズの年次成長率が 35% のパートナーに資格があります ( インテルによる審査が必要 )。

エンスージアスト ・ ポイント ・ プロモーション ： 
インテル ® Core ™ プロセッサー ・ ファミリー X、 K、 H シリーズ
エンスージアスト向け PC パートナー限定の特典に参加すると、 
ポイントが加算されます 3。 獲得したポイントは、 
パートナーイベントやマーケティング ・ リソースなどに利用できます。

オンライン技術ウェビナーへの参加
パートナーの所在地域で、 特定分野とテクニカル ・ エンスージアストを 
対象とした、 インテルのエキスパートによる限定のテクニカルセッションや
ゲームに関するトピックに参加できます。



世界トップクラスのゲームパック &  
ソフトウェア ・ パックを入手
インテル ® Core ™ プロセッサー ・ ファミリー搭載システムの 
エンターテインメント ・ パッケージを無償で入手できます。 最近では、 
最大手のゲームパートナーやソフトウェアパートナーのゲームが 
提供されています。 認定エンスージアスト向け PC スペシャリスト限定です。

地域の e スポーツイベントの入場パス
パートナーの所在地域で開催される e スポーツまたは 
インテル ® Extreme Masters イベントの入場パスを入手 
できます (10 名分以上 )。 入場パスを利用して、 販促品の 
提供やプロモーションを行ってください。

プロモーション
インテル ® テクノロジー ・ プロバイダーの認定 
エンスージアスト向け PC スペシャリストの 
キャンペーン用資格者リストに掲載されます。  

プレミアム市場インテリジェンス ・ レポート
インテル ® テクノロジー ・ プロバイダーのウェブページにある 
市場ビュー ( マクロおよび国別 ) にアクセスできます。 複数の 
業界調査機関が厳選した内容で、 市場データ、 インテリジェンス、
予測などがあります。

販促物 / 景品
インテル ® テクノロジー ・ プロバイダー ・ ブランドの e スポーツ
シャツなど、 マーケティング活動やキャンペーンに役立つ販促
物や景品を入手できます。

¹ オンライン売上または店舗売上の規模やエンドカスタマー用資料に基づき判定されます。 
² 初回の認定には 2018 年の売上高を使用します。 認定基準は変更される可能性があり、 特典
は地域によって異なります。 
³ パートナーがその他のポイント特典や還付特典 ( 例 ： 戦略的 OEM、 小売、 または電子小売特典 ) 
を利用している場合、 複数のポイント特典が合算されたり、 減算されたりすることはありません。
ポイントを獲得するには、 組込み率の申告が必要です。

市場開発基金 (MDF) の利用
市場開発基金は、 エンスージアスト向け PC スペシャリストが 
提案し、 インテルが承認したプロジェクトで利用できます。
enthusiast-pc@intel.com 宛てに申請書を提出してください。 
制約およびガイドラインをご覧ください。 戦略的 OEM パートナー
はご利用いただけません。
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