
 

Microsoft Azure サポート 
Microsoft Azure では、あらゆる規模のお客様に柔軟に対応する 

サポート オプションをご用意しています。お客様が必要とする 

レベルに合った最適なリソースをご利用いただくことで、 

Azure サブスクリプションを最大限にご活用いただけます。 

 
 

クラウド技術は、お客様のビジネスを成功へと  

導く工程をシンプルにします。成功するためには、 

クラウド資産を最大限にご活用いただく必要が

あります。適切なサポートとリソースを駆使いただ

くことでお客様はコストを節約し、生産性を  

高めることができます。 

 

Microsoft Azure では、様々なサポート   

オプションをご用意しており、個人開発者から多

国籍企業まで、あらゆる規模のお客様にAzure 

サブスクリプションを最大限にご活用いただくため

のものです。障害時のテクニカル  サポート    

(ミッション クリティカルなアプリケーションへの迅速

な応答など) を提供することにより、最適な   

Azure の実務知識、リソース、およびベスト   

プラクティスをご利用いただけます。 

 

 

 
1 サポートされている言語: 英語、日本語、スペイン語、フランス

語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語 (ブラジル)、繁体字中国

語、および韓国語。英語については深刻度 A および B の 24 

時間 365 日対応が利用可能、日本語については深刻度 A 

の 24 時間 365 日対応と深刻度 B および C の現地営業時

間内対応が利用可能、その他の言語については現地営業時間

内対応が利用可能です。 

 

すべての Azure サブスクリプションに基本的なサポート サービスが含まれています。これらのサービスに

は、サブスクリプションおよび請求管理、9 か国語による Azure プラットフォーム サポート1、問題のトラ

ブルシューティングに役立つ Azure ダッシュボードと Azure フォーラムのリソースへのアクセス（無制

限）が含まれています。  

より高いレベルのサポートが必要なお客様には、4 つの有料サポート プランが用意されています。これら

のオプションはそれぞれ直前のプランのサポート内容をベースにしているので、お客様のニーズに合った最

適なプランをご選択いただけます。 

Azure Developer  

Azure Developer は、インフラストラクチャではなくイノベーションに重点を置いてビジネスを成長させることを

目指す個人、小規模な独立系開発会社、および ISV に最適なオプションです。このプランには、Azure サ

ブスクリプション サポートのすべてのサポート内容に加えて、オンライン経由での一問一答式テクニカル サポー

ト、サービス インシデントに対する 8 時間未満の初期応答時間、Azure で実行されているサード パーティ

技術に関するアシスタンスが含まれています。 

Azure Standard  

Azure Standard は、すべてのインシデントに対してテクニカル サポートを提供し、中小規模のビジネスの問

題解決に役立ちます。このプランには、Azure Developer のすべてのサポート内容に加えて、コールバック電

話サポート (1 か月最大 3 回) 、深刻度の高いインシデントに対する 2 時間未満の初期応答時間が含ま

れています。 

Azure Professional Direct (ProDirect)  

Azure ProDirect は、中規模からエンタープライズ規模のお客様にサポート アカウント管理、重要度の高い

インシデントのプロアクティブ監視、および Microsoft のリソースおよびベスト プラクティスへのアクセスを提供し

ます。このプランには、Azure Standard のすべてのサポート内容に加えて、以下のような拡張サービスが含

まれています。 

• 深刻度の高いインシデントに対する 1 時間未満の初期応答時間  

• クリティカルな問題のエスカレーション管理サポート 

• 深刻度の高いインシデントのプロアクティブ監視 

• Azure のベスト プラクティス ガイダンスに基づく限定アドバイザリー サポート 

• アカウント マネージャー グループによる英語、スペイン語、または日本語でのサポート アカウント管理 

• 月次サービス レビュー  

Premier サポート 

Premier サポートは、すべての Microsoft サービスおよび製品に対して、オンプレミス、ハイブリッド、またはク

ラウド内であるかに関係なく、包括的で柔軟なサポート プランを提供しています。このプランには、Azure Pro

Direct のすべてのサポート内容に加えて、以下の拡張サービスが含まれています。 

• テクニカル アカウント マネージャーの割り当て 

• すべての Microsoft 製品およびサービスに対するオンサイトおよびリモート サポート 

• 運用コンサルティング、教育ワークショップ、評価などのプロアクティブ サポート サービス 

• お客様の特定の構成またはデプロイメントのコードおよびアーキテクチャ レビュー 

• お客様のクラウド サービスへの悪影響を回避することを目的とした重要なシステム依存関係の文書化



 

 

お客様のビジネス ニーズに最適な Azure サポート  

クラウドをどのように使用するかに関係なく、Azure サポート プランを通じて最適な専門知識を利用することにより、生産性を向上させ、ビジネス コストを削減し、  

アプリケーション開発を加速させることができます。 

サポート内容の比較 

サポート プラン 内容 DEVELOPER STANDARD  PROFESSIONAL DIR

ECT 

PREMIER  

最適な環境: 課金およびサブスクリプションの

サポート、オンライン  

セルフヘルプ 

非運用環境 Azure がビジネス上、 

ある程度重要な環境 

Azure が非常に重要な 

環境 

Azure が戦略上およびビジネス上極めて

重要な環境 

サポートの範囲 Microsoft Azure Microsoft Azure Microsoft Azure Microsoft Azure Microsoft のすべての製品 

Twitter @AzureSupport      

Azure フォーラム 4 とドキュメント      

セルフヘルプ経由の Azure サービス問題のサポ

ート (リソース正常性、トラブルシューティング) 
     

24 時間 365 日体制、無制限の課金およびサ

ブスクリプション サポート 
     

Azure サービス ダッシュボード      

24 時間 365 日体制、無制限のテクニカル サ

ポート 

-- 営業時間内のみ 2 
   

アドバイザリ サービス -- -- -- 公開情報のみ お客様に特化 

サポート アカウント管理 -- -- -- グループ グループまたは専任 

エスカレーション管理 -- -- --   

クラウド サービス依存関係マッピング -- -- -- --  

オンサイト サポート -- -- -- --  

初回の応答時間 1 -- 8 時間以内 2 2 時間以内 1 時間以内 15 分以内 (Azure Rapid Response を

選択した場合。Azure Rapid Response 

を選択しない場合は１時間以内) 

最大深刻度 -- C A A A 

月額料金 内容 ¥2,958/月 ¥30,600/月 ¥102,000/月 お問い合わせ 

サポート プラン 3 Azure サブスクリプションに含

まれる 

詳細情報 詳細情報 詳細情報 詳細情報 

1 初回の応答時間 (IRT: initial response time) は、各プランの最大深刻度を対象としており、各プランで使用可能な最速の IRT を示しています。深刻度が低いほど IRT は長くなります。 
2 ほとんどの国で、営業時間は平日の午前 9 時から午後 5 時までです (土日祝は除きます)。北米での営業時間は、祝日を除く月曜から金曜の午前 6 時から午後 6 時まで (太平洋標準時) です。日本での営業時間は、平日の午前 9 時

から午後 5 時 30 分までです。 
3 英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、繁体字中国語、韓国語、日本語の 9 つの言語でのサポート提供。英語対応は、深刻度 A および B について 24 時間 365 日体制、日本語対応は、深刻度 A について 

24 時間 365 日体制。その他の言語と深刻度については、現地営業時間中にサポートを提供。 
4 MSDN とスタック オーバーフローの 2 つの Azure オンライン フォーラム オプション。MSDN は Microsoft がオンラインで運営しています。スタック オーバーフローは Microsoft と関係はなく、Microsoft が提携しているものではありません。 
 

 

 

「Azure のようなサービスに全面

的に依存している場合、すぐにコン

タクトの取れる先があるかどうかは

極めて重要です。問題が発生して

もパニックにならずにいられます。 

それが Professional Direct   

サポートです。」 

- Acast CTO Johan Billgren 

Azure のリソースを最大限に活用しましょう。  

Microsoft の担当者または Azure のプリセールス サポートまでお問い合わせください。電話番号

は 0120-952-593 です。 

詳細を調べて最適なプランを選択するには、この Web サイトにアクセスしてください。 

 

注記: 

• 購入情報を含む Premier サポートの詳細については、http://aka.ms/premier を参照してください。 

• Azure プラットフォームでは Linux、Oracle、SAP などの複数の Microsoft 以外の技術が 実行されます。Azure サポート プランを通じてサポー

トを受けることができるシナリオの場合に、Microsoft Azure サービスの問題であるかお客様のカスタム アプリケーションの問題であるかを特定する

際、Microsoft サポートがアシストします。Microsoft Azure サービスが原因で問題が発生したことが確認された場合は、フル テクニカル サポート

が提供されます。その他すべてのシナリオについては、商取引上、合理的なサポートが提供されます。問題が適切に解決されない場合、Microsoft 

以外のソフトウェアに対して用意されている他のサポート チャネルにサポートを依頼するようにお勧めすることがあります。 

• Microsoft Rapid Response と Azure の Premier サポートを購入した場合は、15 分以内の応答するサポートが提供されます。  
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