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※ Windows Intune with Windows SA には、通常の Windows SA 特典に含まれる ◆ Windows Thin PC 利用 および ◆ Side Loading キー は含まれません。 



Microsoft Online Subscription Program (MOSP) 

 

Enterprise Agreement (EA)、Enterprise Subscription Agreement (ESA) 

Enrollment for Education Solutions (EES)

 

Windows Intune  
with Windows SA 

Windows Intune  

Windows Intune  
Add-On for ConfigMgr & SCEP 

MOSP 
EA/ 
ESA 

EES 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ ✔ 

SKU と対象プログラム 

490 円 

900 円 

※ EA / ESA / EES の価格についてはラージアカウントリセラー (LAR) にお問い合わせください。 



契約書 Microsoft Online Subscription Agreement (MOSA) 

契約期間 固定で 12 か月、非永続 

購入数量 1 ユーザー ライセンス ~ 

追加 サブスクリプション作成時の購入価格でいつでもライセンスの追加購入が可能です。追加され
たユニットの更新は、お客様の基のサブスクリプションの更新月日に従って処理されます。 
ユニットの追加によってお客様が新しい価格帯に移動する場合、それ以降、既存および新規の
すべてのユニットに低い方の価格が適用されます。請求サイクルの途中で新しく追加されたユ
ニットについては、その次の請求サイクルで日割り計算によって請求されます。 

削減 初回の 12 か月のサブスクリプション期間中、削減は認められません。初回の 12 か月間より後
に削減することによって、お客様が新しい価格帯に移行する場合、お客様のすべてのユニット
に新しい価格帯での価格が適用されます。 



支払方法 1. クレジット カード決済:クレジット カードによる支払いが可能です。VISA、MasterCard、
American Express、JCB を利用できます。 

2. 銀行振込: クレジット カード決済に加え、一定条件を満たすお客様は、銀行振込を選択でき
ます。この場合、マイクロソフトが電子請求書を発行した後、お客様に (請求書の日付から 

30 日以内に) 振り込み手続きを行っていただきます。この方法を選択できるのは、以下の場
合です。 

◇ 月額支払：毎月の支払い総額が 24,250 円以上 

◇ 年額前払：年額の支払いが 24,250 円以上 

請求サイクル  購入手続きを行った日がサービス開始日となります。 

 請求日はサービス開始日の翌日を初日とする 1 か月単位の初日請求となります。 

ただし、請求書発行費が土日または米国の祝日、および 28 日以降の月末 (28 日、29 日、30 

日、31 日) になる場合は、その後の請求になります。 

 初回契約期間はサービス開始日の翌日から 1 年間となります。(例: 2013 年 2 月 1 日のサービ
ス開始の場合、2014 年 2 月 1 日まで) 

  請求書、請求金額はMicrosoft Online ポータルで確認できます。請求書は PDF でダウンロー
ドすることもできます。 

銀行振り込みの
場合の振込先 

シティバンク銀行本店 (普) 7564595 口座名義：二ホンマイクロソフト（カ 

※銀行振り込みの場合の手数料はお客様のご負担となります。 



自動更新 サブスクリプション期間の終わりに近づくと、お客様にその旨が通知されます。何も手続きを
行わない場合、サブスクリプションは次の 12 か月間について自動更新されます。お客様は 

Account Portal を通じて、自動更新機能をオフにすることができます。自動更新機能をオフにし
た場合、Windows Intune の利用を継続するには、30 日間の猶予期間が終了する前にサポートに
連絡し、手動でサブスクリプションを更新する必要があります。  
サブスクリプション期間中に価格が変更されていない限り、サブスクリプションは購入価格で
更新されます。価格保護は、更新されたサブスクリプション期間を通じて継続されます。マイ
クロソフトは更新日の 30 日前の通知をもって価格を変更する権利を有します。 

初年度期間中の
解約 

サブスクリプション購入後 30 日以内であればいつでも解約可能であり、その場合、最初の 1 か
月分の料金のみをお支払いいただきます。 この期間より後に解約することも可能ですが、残存
期間の 25% の解約手数料を支払う義務が生じます。解約に関しては、サポートにお電話でご連
絡ください。 

2 年目以降の解
約 

初回の 12 か月より後のサブスクリプション期間中、お客様はいつでも解約を申し出ることがで
きます。解約は、次のサブスクリプション月の最終日に成立します。解約に関しては、サポー
トにお電話でご連絡ください。 

買い取りオプ
ション 

Windows Intune with Windows SA を購入したお客様が解約をされる場合、Windows 8 Enterprise 
のライセンスを買い取るオプションを選択できます。買い取りオプションの行使により、ライ
センスは永続ライセンスとなります。買い取りオプションを選択するには、12 か月以上継続し
たサブスクリプションである必要があります。 



EA/ESA は 250 ユーザー以上の組織向けに適したライセンス プログラムです。既存のライセンス契約
と組み合わせての購入や、有利な価格設定でサービスの追加が可能となります。EES/School 

Agreement は教育機関向けのライセンス プログラムです。これらのライセンスは従来のオンプレミス
の製品群と同様、ラージ アカウント リセラー (LAR) より購入できます。 

契約書 Microsoft Business Service Agreement (MBSA) 

契約期間 ライセンス プログラムによる。(通常 3 年 ) 非永続。 

購入数量 CAL Suite (CoreCAL / ECAL) を包括契約でお持ちの場合、Windows Intune のライセンス購入数に
最小購入数の要件はありません。CAL Suite をお持ちでなく、同じエンタープライズ オンライン 

サービス(Office 365 など) の契約で必要数量 (250 ライセンス) が満たされない場合、最小購入数
は 250 ライセンスとなります。 

Windows Intune Add On for ConfigMgr & SCEP については最小購入数の要件はありません。. 

追加 サブスクリプション期間中、契約時の購入価格でいつでもライセンスの追加購入が可能です。
数量の追加によって新しい価格帯に移動する場合、レベルの再設定を依頼し、新しいレベルに
おいてそれ以降の購入を行うことができます。既存契約の請求サイクルの途中で追加をする場
合、次回応当日までの残存期間を前払いするか、応当日に支払う(予約) かを選択することがで
きます。 

削減 契約ライセンスプログラムのプログラム要件を満たす範囲において、年次応当日に数量の調整
を行うことができます。応当日以外の時点での削減はできません。 



支払方法・請求
サイクル 

ライセンス プログラムによって異なります。一般的には年額を契約月にお支払いただきますが、
契約期間分(3 年等) をまとめて一括払いすることもできます。詳しくはラージアカウントリセ
ラー(LAR) にお問い合わせください。 

自動更新 自動更新はありません。LAR を通じて契約を更新いただくことで、同じ環境を継続して利用す
ることができます。 

解約 契約後の解約はできません。 

買い取りオプ
ション 

EA / ESA / EES では with Windows SA の SKU が提供されないため、買い取りオプションはありま
せん。 



Microsoft Desktop Optimization Pack for Software Assurance (MDOP) 

こちら

Windows Intune Storage Add On 

※上記価格は MOSP の参考価格です。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/enterprise/products-and-technologies/mdop/default.aspx


MOSP EA / ESA / EES 

購入方法 Microsoft Online ポータルで直接購入 LAR を通じて購入 

条件 Organization Account (管理者のアドレス) は
アクティベーション メールを受け取った
メールアドレスと同一に設定する必要があ
ります。  

VLSC からの確認メールおよびAccount 

Portal からのアクティベーション メールを
受け取り、Account Portal 上でご契約時の
Microsoft Account を使って有効化する必要
があります。 

Organization Account (管理者のアドレス) は
アクティベーション メールを受け取った
メールアドレスと同一に設定する必要があ
ります。  

アクティベーション所要
時間 

アクティベーションはオンラインで購入後
自動で実施され、数分で完了します。お客
様側での手続きは特にありません。 

Regional Operations Center (ROC) で注文の
処理を行います。LAR からの注文を受け
取ってから最大 3 営業日かかります。 



MOSP EA / ESA / EES 

アクティベーションの通
知 

オンラインでの購入手続きの最後に、自動
的にAccount Portal のサブスクリプションの
タブに遷移します。その画面で Windows 

Intune のサブスクリプションが自動で作成
中のステータスであることが確認できます。 
また購入と同時に、購入時に設定したメー
ルアドレスに対して、注文完了の確認メー
ルが送信され、Windows Intune 管理コン
ソールや Account Portal、各種資料へのリン
クが提供されます。  

EA / ESA / EES のお客様は 2 つの通知を受け
取ります。両方とも Online Service 管理者の
メールアドレス (ご契約時のアドレス) に対
して送信されます。 

ROC で注文処理が完了すると、VLSC から
確認メールが送信され、Account Portal から
アクティベーション メールが送信されます。
アクティベーション メール内の Account 

Portal へのリンクをクリックし、Microsoft 

Account を使ってサインインすることで、
注文の有効化をすることができます。 
この有効化手続き後、自動確認メールが送
信され、Windows Intune 管理コンソールや 

Account Portal、各種資料へのリンクが提供
されます。  

サービスの開始 オンラインでの注文完了後、ステータスが
アクティブになるとすぐにご利用いただけ
ます。 

アクティベーション完了後から利用が開始
できます。アクティベーション完了には注
文時から起算して 7 営業日かかることがあ
ります。 



MOSP EA / ESA / EES 

ソフトウェアの 

ダウンロード 

Windows 8 や MDOP のソフトウェアは
Account Portal から Microsoft Online Services 

Download Center に移動しダウンロードす
ることができます。  

EA / ESA / EES のお客様は VLSC からソフト
ウェアをダウンロードすることができます。 



データ センター 

Data Center

サービス レベル アグリーメント (SLA) 

SLA

Microsoft Online の標準的なサービス クレジット (稼働率のサービス レベル) 

月ごとの稼働率 サービス クレジット 

< 99.9% 25% 

< 99% 50% 

< 95% 100% 

http://www.microsoft.com/online/help/en-us/helphowto/da88963e-8887-4b33-865e-1732db84b086.htm
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=2916


https://account.manage.microsoft.com

音声案内１ 音声案内2 

 

受付時間 

平日 (土日祝日、弊社指定休業日を除く） 

“購入前のご相談” 

一般的な購入前のお問い合わせについて対応します。 

1: 販売店様、パートナー様からのお問
い合わせ 

9:00 – 17:30  

2: 上記以外のお客さま 9:00 – 17:30  

“お支払 注文の完了または解約、アクティベーション” 

上記のお問い合わせについて対応します。 

1 :販売店様、パートナー様からのお問
い合わせ 

9:00 – 17:30  

2: 上記以外のお客さま 9:00 - 17:00 

“テクニカル サポート” 
技術的なお問い合わせについて対応します。 

3: “Windows Intune”  9:00 – 17:30  

https://account.manage.microsoft.com/


Appendix 



アルジェリア USD – 米ドル チェコ共和国 EUR – ユーロ インドネシア IDR – インドネ
シア ルピア 

マルタ EUR – ユーロ カタール USD – 米ドル トルコ TRY – トルコ リ
ラ 

アルゼンチン ARS – アルゼン
チン ペソ 

デンマーク DKK – デンマー
ク クローネ 

アイルランド EUR – ユーロ メキシコ USD – 米ドル ルーマニア EUR – ユーロ アラブ首長国連
邦 

USD – 米ドル 

オーストラリア AUD – オースト
ラリア ドル 

ドミニカ共和国 USD – 米ドル イスラエル USD – 米ドル モンテネグロ USD – 米ドル ロシア RUB – ロシア 

ルーブル 

ウクライナ USD – 米ドル 

オーストリア EUR – ユーロ エクアドル USD – 米ドル イタリア EUR – ユーロ モロッコ USD – 米ドル サウジアラビ
ア 

SAR – サウジア
ラビア リヤル 

英国 GBP – 英ポンド 

アゼルバイジャ
ン 

USD – 米ドル エジプト USD – 米ドル 日本 JPY – 円 オランダ EUR – ユーロ セルビア USD – 米ドル 米国 USD – 米ドル 

バーレーン USD – 米ドル エルサルバドル USD – 米ドル ヨルダン USD – 米ドル ニュージーラン
ド 

NZD – ニュー
ジーランドドル 

シンガポール USD – 米ドル ウルグアイ USD – 米ドル 

ベラルーシ USD – 米ドル エストニア EUR – ユーロ カザフスタン USD – 米ドル ナイジェリア USD – 米ドル スロバキア EUR – ユーロ ベネズエラ USD – 米ドル 

ベルギー EUR – ユーロ フィンランド EUR – ユーロ ケニア USD – 米ドル ノルウェー NOK – ノル
ウェー クローネ 

スロベニア EUR – ユーロ 

ブラジル USD – 米ドル フランス EUR – ユーロ 韓国 KRW – ウォン オマーン USD – 米ドル 南アフリカ ZAR – 南アフリ
カ ランド 

ブルガリア EUR – ユーロ ドイツ EUR – ユーロ クウェート USD – 米ドル パキスタン USD – 米ドル スペイン EUR – ユーロ 

カナダ CAD – カナダ 

ドル 

ギリシャ EUR – ユーロ ラトビア EUR – ユーロ パナマ USD – 米ドル スリランカ USD – 米ドル 

チリ USD – 米ドル グアテマラ USD – 米ドル リヒテンシュタ
イン 

CHF – スイス フ
ラン 

パラグアイ USD – 米ドル スウェーデン SEK – スウェー
デンクローナ 

コロンビア USD – 米ドル 香港 USD – 米ドル リトアニア EUR – ユーロ ペルー USD – 米ドル スイス CHF – スイス フ
ラン 

コスタリカ USD – 米ドル ハンガリー EUR – ユーロ ルクセンブルク EUR – ユーロ ポーランド EUR – ユーロ 台湾 TWD – 台湾元 

クロアチア USD – 米ドル アイスランド EUR – ユーロ マケドニア USD – 米ドル ポルトガル EUR – ユーロ トリニダード 

トバゴ 

USD – 米ドル 

キプロス EUR – ユーロ インド USD – 米ドル マレーシア USD – 米ドル プエルトリコ USD – 米ドル チュニジア USD – 米ドル 



中国語 (繁体字) 

中国語 (簡体字) 

チェコ語 

デンマーク語 

オランダ語 

英語 

フィンランド語 

フランス語 

ドイツ語 

ギリシャ語 

ハンガリー語 

イタリア語 

日本語 

韓国語 

ノルウェー語 

ポーランド語 

ポルトガル語 

ポルトガル語 (ブラジル) 

ルーマニア語 

ロシア語 

スペイン語 

スウェーデン語 

トルコ語 



課税計算 

 



Windows Intune がサポートする管理対象 

Windows PC 
• Windows 8 Enterprise、Pro 

• Windows 7 Enterprise、Ultimate、

Professional 
• Windows Vista Enterprise、Ultimate、

Business 

• Windows XP Professional Service Pack 
3 (32 ビット版のみ) 

モバイル デバイス 

• Windows RT 

• Windows Phone 8 
• iOS 4.0 および iOS 5.0 以降 

• Windows Phone 7.0 以降 (Exchange 

ActiveSync 経由のみ) 

• Android 2.1 以降 (Exchange 

ActiveSync 経由のみ) 

※ インターネット接続が必要です。 
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