
 
 

 応募ガイドライン

o Sitecore のすべてのお客様が Sitecore Experience Award にご応募いただけます

o 応募フォームはお客様、ソリューションパートナー、サービスプロバイダー、Sitecore の営業・マーケティング

担当者が入力できます

o Sitecore のお客様企業の従業員、ソリューションパートナー、ベンダーがお客様企業の同意を得たうえで

推薦することも可能です

o 応募フォームの必要事項をすべてご記入のうえ、2021 年 6 月 18 日午後 4 時（太平洋標準時）ま

でに、Award ポータルサイトからご提出ください

 応募の表題（最大 100 字）

 応募概要（最大 500 字） – 応募する内容の簡単な説明

 応募カテゴリーの選択 (複数のカテゴリーに提出される場合は、カテゴリーごとに応募が必要です)

o デジタル体験変革– 卓越した顧客体験でデジタルの混乱を切り抜け、市場をリード

o スマートなコンテンツ最適化– エンドツーエンドのコンテンツ戦略で顧客体験を向上
o 新興テクノロジー活用によるイノベーション– 新たなツールやソリューションをつうじて⾧期的なビジネス

価値を訴求

o 「フィジタル」な未来をリード – カスタマージャーニーにおける物理的な領域にデジタルアプリケーションを

融合させることで顧客体験を向上（「フィジタル」 = フィジカル + デジタル）

o 究極の顧客体験 – 上記 4 カテゴリーの受賞者は自動的に「究極の顧客体験」賞の審査対象となりま

す

 お客様情報

o お名前

o お役職

o 企業名

o メールアドレス

o 電話番号（国番号を含む）

o 国

o 企業 URL

o Sitecore 担当者（氏名のみ）

o その他 Sitecore 担当者（トレーナー、サポートスタッフ、コンサルタントなどの氏名）

応募要項 



 ソリューションパートナー情報（該当する場合） 

o 氏名 

o 役職 

o 企業名 

o メールアドレス 

o 電話番号（国番号を含む） 

o 国 

o 企業 URL 

 応募者情報（お客様またはパートナー以外の場合） 

o 氏名 

o 企業名 

o メールアドレス 

 貴社の事業の特⾧をお聞かせください 

o 重要なできごとや数値データを盛り込んだ、貴社の物語をご共有ください（最大 2500 字） 

o 該当 Web サイトは B2B または B2C ですか（どちらかお選びください） 
 

 ご応募は、お客様の Sitecore ライセンス契約が保持されている国・地域に基づいて審査されます。ライセンスの

地域をお選びください。 

北米 アメリカ、カナダ、中南米 

欧州、中

東、アフリカ

（EMEA） 

イギリス、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド、

アイルランド共和国 

デンマーク、ノルウェー、フィンランド、スウェーデン、アイ

スランド 

ドイツ、オーストリア、スイス、東ヨーロッパ  

イタリア、ギリシャ、ポルトガル、スペイン、ベルギー、オ

ランダ、ルクセンブルグ、フランス 

UAE、カタール、サウジアラビア、バーレーン、クウェート  

南アフリカ、トルコ 
ANZ オーストラリア、ニュージーランド 

アジア 日本、中国、インド、フィリピン、ベトナム、カンボジ

ア、ラオス、タイ  
 

 Sitecore の導入方法を教えてください。 
o Sitecore Managed Cloud  

o 貴社のクラウド環境 

o オンプレミス 

o PaaS での Sitecore on Microsoft Azure 

o SaaS での Sitecore on Microsoft Azure 
 
  



 ご利用の Sitecore 製品 
Sitecore® Experience Platform™ (XP) 

Sitecore® Experience Manager™ (XM) 

Sitecore® Experience Database™（xDB） 

Sitecore® Experience Commerce™（XC） 

Sitecore® Commerce Connect 

Sitecore Connect™ for Microsoft Dynamics 365 for Retail 

Sitecore Connect™ for Microsoft 365 for Sales 

Sitecore Connect™ for Microsoft Dynamics CRM 

Sitecore® Managed Cloud 

Sitecore® Experience Accelerator（SXA） 

Sitecore® Email Experience Manager (EXM) 

Sitecore® Print Experience Manager (PXM) 

Sitecore® Federated Experience Manager (FXM) 

Sitecore Social Connect™ or Stackla for Sitecore UGC Connector 

Sitecore Connect™ for Salesforce Marketing Cloud - DAM 

Sitecore Connect™ for Salesforce Marketing Cloud - CMS 

Sitecore Connect™ for Salesforce Marketing Cloud - CRM 

Sitecore Mobile SDK または Xamarin 

Sitecore JavaScript Services™ (JSS) 

Sitecore Content Hub™ 

Sitecore DAM 

Sitecore CMP 

Sitecore MRM 

Sitecore PCM 

Sitecore のサービス 

 
 プロジェクトを完了、または最後に更新したのはいつですか?（年と月を明記してください） *プロジェクトの導入

は完了していますか? 完了していない場合は、プロジェクトの全段階と、現在どの段階に到達しているかをお知ら

せください（最大 500 字） 
 

 プロジェクトではどのような課題に取り組み、解決を試みましたか? *課題にどのように取り組み、プロジェクトの結

果、顧客体験がいかに向上したかご説明ください（最大 500 字） 
 



 プロジェクトによってデジタル体験がどのように変革されたかご記入ください。 *お選びいただいたカテゴリーにおいて

貴社がリーダーであることを示す十分な情報をご提示ください（デジタル体験変革、スマートなコンテンツの最適

化、新興テクノロジー、「フィジタル」な未来をリード） 
 

 プロジェクトから生まれた結果や成果をご記入ください。 *いかに違いを生み出しているかを中心にご説明ください 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
応募規定 
 

次の内容をご確認のうえ、同意をお願いいたします。  
 

はい、SEA 応募規定に同意します。この応募フォームで私が提供した情報を、ロゴを含め

Sitecoreが使用すること、概要スライドや導入事例の作成など、その成果について Sitecore

と共同マーケティングをおこなうことを許可します。次の情報を当社コミュニケーションチームへご

提供ください。 

 貴社のご担当者名:  

 メールアドレスとお電話番号（国番号を含む） 

 

次の事例に協力することに関心があります（関心のある項目のボックスにチェックマークを入れて

ください）。これらの遂行については、Sitecore が単独の決定権を持つこと、また遂行する、しな

い、どちらの場合にも、Sitecore が最終決定をおこなう前に上記ご担当者へメール連絡すること

を理解しています。  

 

お客様コメントの提供  
 

導入事例動画への参加  
 

プレスリリース発表  
 

アナリストやメディアの参照先  
 

Sitecore イベントで講演  
 

Sitecore ウェビナーへの協力  
 

 

この応募フォーム提出をもって、上記の Sitecore のお客様に代わり情報提出の同意を得ていることを確認済みで

す。また、提出資料を Sitecore がマーケティング目的で使用することを上記の Sitecore お客様が理解し、同意して

いることも確認済みです。係る同意の証拠として、上記の Sitecore のお客様からの確認メールの提出を Sitecore

から求められる場合があることを理解しています。 




