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公共機関での効率的かつ経済的な 

ソフトウェア調達を実現します 

中・大規模公共機関のお客様向け  

ライセンス プログラムのご紹介 



予算管理の簡略化と投資対効果の最大化を実現 

● PC 250 台以上を保有する公共機関様向けのプログラムです。Office や Windows クライアント OS など 

  のライセンスを機関内すべての PC に対してご契約いただけるので、PC の標準化が可能です。 

● オンライン サービスを導入される機関では、オンプレミス ソフトウェアとオンライン サービスの両方 

  のライセンスを 1 件の契約でまとめて取得できます。 

● ソフトウェア アシュアランスが標準で装備され、ご契約期間内の年額払いが可能なので、ソフトウェ 

  ア導入費用の削減と予算化が実現すると共に、ライセンス管理の負荷も大幅に軽減できます。 

● ライセンスは政府機関パートナーを通じて公共機関のお客様に提供されます。 

対象となる 

お客様 

調達製品 

調達サイト において、250 台以上の PC を保有し、3 年以上のご契約期間で機関内向
けにソフトウェアおよびオンライン サービスのライセンスを取得したいと考えている
公共機関様 

契約の期間 

価格設定 

契約の更新 

購入可能な製品、サービスには、以下の 3 種類があります。 

 (1) エンタープライズ製品: オンプレミスの Windows、Office、CAL スイートがあります。 

 エンタープライズ製品は全体契約 (機関全体の PC 台数分購入が必須) のため、機関内の  

 PC 標準化が可能になります。 

 (2) エンタープライズ オンライン サービス: クラウドで提供する Office 365、Windows  

 Intune があります。こちらは 250 ライセンス以上であれば全体契約の必要はありません。 

 (3) 追加購入製品: エンタープライズ製品やエンタープライズ オンライン サービス以外の 

 製品を追加でご契約することが可能です。こちらは 1 ライセンスから購入いただけます。 

お支払い方法 
年額でのお支払いとなります (3 年契約の場合、注文時に 1/3、その後の 2 回の契約応
当日に 1/3 ずつお支払い)。 

契約期間満了時には、ソフトウェア アシュアランスのみの価格で更新していただくこ
とができ、ソフトウェアの調達コストをより削減していただけます。 

エンタープライズ製品 
エンタープライズ   
オンライン サービス 

システム製品群 アプリケーション製品群 サーバー製品群 

Windows Intune 

Office 365 (E1-E4) 
Windows 

Enterprise 

Windows VDA 

Office Professional Plus 

 Office 365 ProPlus 

Core CAL スイート 

Enterprise CAL スイート 
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ご契約期間は原則 3 年です (4 年、5 年オプションもございます)。契約期間中にご契約
いただいた製品の新バージョンが発売された場合は自由にアップグレード可能です。 

エンタープライズ製品もしくはエンタープライズ オンライン サービスの数量が 250 以
上であれば、ご購入いただくライセンス数に関係なく、公共機関様向けの特別価格 (価
格レベル D) をご利用いただけます。 



エンタープライズ サブスクリプション 

アグリーメント フォー ガバメント パートナーズ 

PC 250 台以上保有の公共機関のお客様向け ライセンス プログラム 

3 年間の非永続ライセンスでライセンス数の増減にも柔軟に対応 

● PC 250 台以上を保有する公共機関様のうち、契約期間のみソフトウェアやクラウド サービスをご利用 

  されたいお客様向けのプログラムです (非永続ライセンス)。 

● ご利用可能な製品はエンタープライズ アグリーメント フォー ガバメント パートナーズと同条件のた 

  め、機関内の PC 標準化も可能です。 

● ライセンス料金は、ご使用になるライセンス数を 1 年ごと計算するため、初期費用の削減だけでなく、 

  年単位でライセンス数が増減する場合にも柔軟に対応できます。 

● ライセンスは政府機関パートナーを通じて公共機関のお客様に提供されます。 

対象となる 

お客様 

調達製品 
対象およびご利用可能な製品は、エンタープライズ アグリーメント フォー ガバメント 

パートナーズと同条件です。 

契約の期間 

価格設定 

契約期間は 3 年間です。契
約期間中のみソフトウェア
やクラウド サービスをご利
用いただけます。契約満了
時には、契約の更新または
ライセンスの買取りオプ
ションを更新して、永続ラ
イセンスをご購入いただく
こともできます。 

エンタープライズ製品もしくはエンタープライズ オンライン サービスの数量が 250 以
上であれば、ご購入いただくライセンス数に関係なく、公共機関様向けの特別価格 (価
格レベル D) をご利用いただけます。 

お支払い方法 

契約締結時に全機関のライセンス数分
をお支払いいただき、2 年目開始日、
3 年目開始日にその時点でのライセン
ス数分に応じた年次の料金をお支払い
いただきます。 

非永続ライセンスのため、当初 3 年
間の年額費用を抑えつつ継続的な予算
化に対応し、ライセンス数の増減が多
い公共機関様にもおすすめのプログラ
ムです。 

・ライセンス管理と発注プロセスの簡略化 

・TCO 削減と不正使用リスクの排除 

・予算化の簡略化 

エンタープライズ アグリーメント フォー ガバメント パートナーズ 
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をご利用いただくことで、ソフトウェア導入、管理の課題を解決します 

・関連機関を含めた一括購入が可能 

・オンライン サービスが選択可能 

・ソフトウェア アシュアランスの各特典を 

 最大限利用可能 

メリット 

契約の期間 

調達される組織全体において、250 台以上の PC を保有し、3 年以上のご契約期間で機
関内向けにソフトウェアおよびオンライン サービスのライセンスを取得したいと考え
ている公共機関様 



ライセンスの確認は専用サイトで一元管理 

ライセンス管理者の方は、専用の Web サイト「ボリューム ライセンス サービス センター」にアクセス
することで、ボリューム ライセンスに関する情報および契約一覧や購入履歴の確認、ボリューム ライセ
ンス プロダクト キーの表示と製品のダウンロード、ソフトウェア アシュアランス特典の有効化など、ボ
リューム ライセンスに関する作業を一元管理することができます。 

「ボリューム ライセンス サービス センター」Web サイト 

http://aka.ms/VL_VLSC  
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公共機関様向けプログラムに関して詳しくはこちら 

http://aka.ms/VL_GEA  

ソフトウェア アシュアランスが標準装備 

エンタープライズ アグリーメント フォー ガバメント パートナーズおよびエンタープライズ サブスクリ
プション アグリーメント フォー ガバメント パートナーズは、ソフトウェア アシュアランスを標準装備
しているため、最新のマイクロソフト製品やサービスの入手、導入と管理の効率化、トレーニングや各種
サポートのご提供などの特典を常にご利用いただけます。また、購入額が予算化しやすくなるだけでなく、
各種の特典が予算に関係なくご利用いただけるメリットもあります。 

● マイクロソフト製品の展開、利用方法を柔軟に選択 
● IT の効率を最大化、ビジネス コストの低減 
● ビジネス ニーズに対応しながら、新しいデバイスやクラウドを活用 
 
 
主なソフトウェア アシュアランス特典  
 ・最新バージョンへのアップグレード権 ・導入計画サービス  
 ・トレーニング受講券   ・自宅使用プログラム (BCP/テレワーク対応) etc. 

ソフトウェア アシュアランスに関して詳しくはこちら 

http://aka.ms/VL_SA  
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ボリューム ライセンス プログラムに関するお問い合わせ先 

 
 ボリューム ライセンス プログラム全般に関する購入方法やポリシーに関するご質問並びにボリューム    

 ライセンス サービス センターなどの Web ツールの使用方法に関するお問い合わせ 

           

     

0120-737-565 
ボリューム ライセンス コール センター (VLCC) 
受付時間: 9:00 ～ 17:30 (土日祝日、弊社指定休業日を除く) 

© Microsoft Corporation. All rights reserved. ＊ Microsoft は、米国 Microsoft Corporation および、またはその関連会社の商標です。 
＊ その他記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。＊製品の仕様は、予告なく変更すること
があります。予めご了承ください。 
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