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手順 1: 特典について理解する 

ソフトウェア アシュアランスについて詳しく知る 

ソフトウェア アシュアランスは、年中無休 (24 x 7) の技術サポート、導入計画サービス、トレーニングや最

新のソフトウェアと独自のテクノロジなどを、すべて一つのプログラムでお客様に提供します。オンライン ト

レーニングと自宅使用ライセンスでスキルの強化を支援し、マイクロソフト ソフトウェアへの理解度を深め

ることにより、エンド ユーザーの生産性が向上できます。IT スタッフによるマイクロソフト製品の効率的な

実装と管理を支援するために、ソフトウェア アシュアランスは技術トレーニングと、Microsoft Desktop 

Optimization Pack (MDOP) など、アクセスが可能になった時点での新しいソフトウェアと独自のテクノロジ

へのアクセスを提供します。さらに、ソフトウェア アシュアランスは、さらに多様化したクラウドやハイブ

リッド環境オプション、デバイスや従業員の好みに対応するために、拡張された使用権を提供します。このガ

イドにも基本的な情報は記載されていますが、各特典についての詳細は、ソフトウェア アシュアランス Web 

サイト (http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/default.aspx) を参照してください。  

ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) で利用可能な特典を確認する 

ソフトウェア アシュアランスの特典は、ボリューム ライセンス契約の種類 (Enterprise Agreement や Open 

Value Agreement など)、およびソフトウェア アシュアランスを取得している対象ライセンスの数によって決

まります。ソフトウェア アシュアランスの特典を確認するには、ボリューム ライセンス サービス センター 

(https://www.micsosoft.com/licensing/servicecenter) を利用して現在の特典に関する最も正確な情報を参照し

てください。このツールを利用するには登録が必要です (詳細については、「手順 3: VLSC を使用して特典を

申請する」を参照してください)。 

 

 

  

ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) とは、ボリューム ライセンス契約及びボリューム ライセンス契約を

通じてご購入いただいたライセンス製品を、包括的に管理できるオンライン ツールです。詳細や資料は以下よりご確認で

きます。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx  

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/default.aspx
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/
https://www.micsosoft.com/licensing/servicecenter
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx
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手順 2: ソフトウェア アシュアランスの管理者を指定する 

ソフトウェア アシュアランスの特典を利用する前に、ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) を

使用して、1 名以上のユーザーをソフトウェア アシュアランスの管理者として認定し、登録する必要があり

ます。既に管理者権限をお持ちのお客様は、「手順 3: VLSC から特典を申請する」に進んでください。まだ管

理者権限をお持ちでないお客様は、まず VLSC への登録を行い、その後 VLSC を使用して、ソフトウェア ア

シュアランスの管理者権限を要求してください。このような要求は VLSC を通じて組織の VLSC 管理者に転

送されます。  

詳細な手順については、

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx でトレーニング 

ビデオを参照してください。 

ソフトウェア アシュアランス管理者選択のヒント 

組織のソフトウェア アシュアランス特典の管理者を一人にするか複数にするかは、組織の規模や利用可能な

特典の範囲を考慮して決定する必要があります。たとえば、複数の組織間で複数の特典を利用する規模の大き

なエンタープライズでは、特典の管理を一元化せず分散する方が効果的です。一方、中小規模の組織では、特

典の管理を一人または一部門に集中させると効率が良くなります。 

一般的には、次のような人物がソフトウェア アシュアランスの管理者として推奨されます。 

IT 管理者 

► 新しい製品と導入ツール (アップグレードの権利、MDOP) 

► 導入のリソース (導入計画サービス、TechNet サブスクリプション、ライセンス モビリティ) 

► IT スタッフ向けの技術トレーニング (トレーニング受講券) 

► 年中無休 (24 x 7) の技術サポート 

人材教育およびトレーニング管理者/人事管理者/IT 管理者 

► エンドユーザー向けのトレーニング (E-Learning のコース) 

► 自宅使用プログラム 

  

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx
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ソフトウェア アシュアランス管理者の登録手順 

ソフトウェア アシュアランスを管理するには、ユーザーはまず VLSC への登録とサインインを行う必要があ

ります。ユーザーが VLSC への登録とサインインを完了したら、組織の VLSC 管理者から適切な権限を付与

する必要があります。VLSC 管理者は、次のいずれかの方法で権限を付与できます。 

1. VLSC 管理ツールを使用して、ユーザーが VLSC を通じて送信した権限の要求を承認します。 

2. VLSC 管理ツールを使用して、選択したユーザーへの権限を事前に割り当てます。  

詳細な手順については、

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx で「概要」および

「ユーザー権限の申請と承認」のデモを参照するか、『VLSC ユーザー ガイド』をダウンロードしてください。 

登録方法 

お客様は、Microsoft アカウント (旧 Windows Live ID) を使用して VLSC にサインインし、その Microsoft ア

カウントと有効な勤務先の電子メール アドレスを関連付ける必要があります。  

1. https://www.microsoft.com/licensing/servicecent

er から、ボリューム ライセンス サービス セン

ターにサインインします。 

 

2. Microsoft アカウントお持ちでない場合は、[新規

登録]をクリックして登録を開始します。 

3. 完了後、Microsoft アカウントの電子メール アド

レスとパスワードを入力して、[サインイン]をク

リックします。 

 

 

 

 

 

4. VLSC によって、登録済みのユーザーかどうかが

検証されます。 

  

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?familyid=d75e4c02-e38c-4a22-b7f7-69f9706c5240&displaylang=ja-nec
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
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5. 登録済みのユーザーとして認証されない場合、有

効な勤務先の電子メール アドレスを使用して登

録するように求められます。電子メールアドレス

を入力後、[送信]をクリックしてください。 

a. 登録情報の確認を求める電子メールが送信され

ます。 

b. 有効な勤務先の電子メール アドレスは、

Microsoft アカウントで使用しているアドレスと

異なっていてもかまいませんが、ボリューム ラ

イセンスの契約または Open License の注文で

使用した電子メール アドレスと一致している必

要があります。 

c. この電子メールがブロックされずに届くよう、迷

惑メール フィルターを確認してください。 

d. 電子メール アドレスを確認し、パスワードおよ

びパスワードのリセット オプションを作成した

ら、画像に表示されている文字を入力して、登録

情報の認証を行います。 
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手順 3: VLSC から特典を申請する 

各特典を使用する 3 つの手順 

ソフトウェアのダウンロード、年中無休 (24 x 7) の技術サポートの利用、および従業員への Office トレーニ

ングの提供を行うには、ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) を使用して特典を申請する必要

があります。 

VLSC にサインインしたら、使用する特典によってそれぞれ異なる手順に従います。このガイドではこれ以降、

特典を「新製品」、「導入」、「サポート」、「トレーニング」、「特殊な特典」に分類し、各特典の申請と利用につ

いて詳細な手順を示します。 
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新製品 

アップグレードの権利 

この特典では、新しいバージョンのソフトウェアをリリース後すぐに利用できます。常に新しい情報に精通し、

最新のテクノロジを活用して生産性を向上することができます。

1. VLSC にサインインします。 

2. [ダウンロードとキー]をクリックします。 

 

3. 該当製品のリンクを選択し、[ダウンロード]リン

クをクリックします。 

4. ダウンロード方法と言語、オペレーティング シ

ステムの種類をドロップダウン ボックスから選

択し、[続行]をクリックします。 

 

 

 

 

ダウンロード方法は、「ダウンロード マネージャー」ま

たは 「Web ブラウザー」のどちらを使用するか選択で

きます。 
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5. [ダウンロード]ボタンをクリックします。 

• Web ブラウザーの場合： 

ファイルを保存するコンピューター上の場所を

選択して、[保存]ボタンをクリックします。 

 

• ダウンロード マネージャーの場合： 

Microsoft のメッセージが表示されます。Active X 

インストールのポップアップ ウィンドウが立ち

上がった場合は[はい]をクリックしてください。 

 

ダウンロード場所を指定し、[保存]をクリックす

ると、ダウンロードマネージャーのウィンドウが

表示され、ダウンロードが開始されます。 

6. プロダクト キーは、該当製品の[キー]部分をクリ

ックすると、表示されます。 
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ステップアップ ライセンス 

ステップアップ ライセンスを利用すると、Office Standard から Office Professional へというように、ソフト

ウェアの下位エディションから上位エディションへ低価格でアップグレードすることができます。ソフトウェ

アの上位エディションの価格を全額負担する必要はなく、下位エディションとの差額のみをお支払いいただき

ます。 

ステップアップ ライセンス特典を使用してソフトウェアを購入する場合は、マイクロソフト アカウント マ

ネージャーまたはリセラーにお問い合わせください。購入後、VLSC からソフトウェアをダウンロードできま

す。 
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Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 

MDOP では、アプリケーション仮想化、資産管理とポリシー管理、診断ツールなどの革新的なテクノロジを

提供します。  

1. VLSC にサインインします。 

2. [ダウンロードとキー]をクリックします。 

 

3. 左側の「フィルター」を利用して検索し、該当す

る MDOP 製品の[ダウンロード]リンクをクリッ

クして、ダウンロード処理を開始します。 

4. ダウンロード方法と言語、オペレーティング シ

ステムの種類をドロップダウン ボックスから選

択し、[続行]をクリックします。 

5. [ダウンロード]ボタンをクリックします。 

• Web ブラウザーの場合： 

ファイルを保存するコンピューター上の場所を

選択して、[保存]ボタンをクリックします。 

• ダウンロード マネージャーの場合： 

Microsoft のメッセージが表示されます。Active X 

インストールのポップアップ ウィンドウが立ち

上がった場合は[はい]をクリックしてください。 

ダウンロード場所を指定し、[保存]をクリックす

ると、ダウンロードマネージャーのウィンドウが

表示され、ダウンロードが開始されます。 

 

 

 

 

ダウンロード方法は、「ダウンロード マネージャー」ま

たは「Web ブラウザー」のどちらを使用するか選択で

きます。 
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6. プロダクト キーは、該当製品の[キー]部分をクリ

ックすると、表示されます。 
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Windows Companion Subscription License 

Windows Companion サブスクリプション ライセンス (Windows CLS) は Windows のソフトウェア アシュ

アランスでライセンスされた PC のユーザー向けの、オプションのアドオン ライセンスです。VDI または 

Windows To Go を通じ、最大 4 台までの個人所有デバイスから組織のデスクトップにアクセスできる権利を

提供します。従業員がさまざまなデバイスを通じて組織のデスクトップにアクセスする際に、高い柔軟性を提

供したいお客様に最適な選択です。 

Windows CSL は、Windows または Windows VDA サブスクリプションのソフトウェア アシュアランスでラ

イセンスされたデバイス向けのオプションのサブスクリプション アドオンです。Windows CSL はライセンス

されたデバイスの主要ユーザーに VDI または Windows To Go を通じて最大 4 台の追加デバイスから組織の

デスクトップにアクセスできる権限を付与します。Windows CSL を使用可能なデバイスにはすべての個人所

有デバイスと、組織所有の非 x86 デバイスが含まれます。 

この特典のご利用開始にあたり、特別な手続きは必要ありません。マイクロソフト ボリューム ライセンスの

ダウンロード データ （またはメディア）を利用して、お客様の仮想デスクトップ インフラストラクチャと

管理システムに製品をインストールするだけです。Windows CSL の証明と Windows 有効なソフトウェア ア

シュアランスがこの特典の使用権利を証明します。 
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導入 

導入計画サービス (計画サービス) 

導入計画サービスは、効率的な導入を実現するための、マイクロソフト パートナーによる体系化されたオン

サイトのコンサルティング サービスです。本サービスには、デスクトップ (Office と Windows)、SharePoint、

Lync と Exchange, System Center、Windows Server、Microsoft Azure、SQL Server、Dynamics CRM および 

Visual Studio Team Foundation Server とテスト ツールの導入計画が含まれます。簡単な受講券作成プロセス

と引き換えプロセスにより、Microsoft Services またはマイクロソフト認定パートナーからオンサイトで導入

計画の支援を受けることができます。さらに、デスクトップ導入計画サービス、SharePoint 導入計画サービス

と Lync & Exchange 導入計画サービスでは、クラウド導入計画コンテンツによって、Office 365 への移行支

援もご利用いただけます。 

1. VLSC にサインインします。 

2. トップ メニューで[ソフトウェア アシュアラン

ス]を選択します。 

3. [Planning Services (導入計画サービス)]をクリッ

クします。 

 

4. ライセンス ID ごとの利用資格の詳細が表示さ

れます。「ライセンス ID」 列の該当番号のリン

クをクリックして、SA 特典サイトを開きます。

ここから特典の有効化と管理を行う事ができま

す。 

 

 

 

このページには、Microsoft アカウント (旧 Windows 

Live ID) に関連付けられたすべてのライセンス ID を

対象とするソフトウェア アシュアランス特典の利用資

格に関するレポートが表示されます。 

現在利用資格がないソフトウェア アシュアランスの特

典は、「表示するデータがありません」と表示されます。 
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5. 「特典の要約」ページが表示されます。「有効化

できる特典」から[計画サービス]を選択して、[計

画サービスのバウチャーの作成]を行います。 

 

導入計画サービスは、利用券（バウチャー）を作成する

事により、有効化が行われます。 
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利用券の作成 

1. 利用券を作成するには「特典の要約」画面で[計

画サービス]をクリックして表示される「特典の

詳細」画面で、[計画サービスのバウチャーの作

成]をクリックします。 

 

2. 利用したいサービスのチェック ボックスをクリ

ックし、サービス レベルと、特典を利用するユ

ーザーの名、姓、電子メールアドレスを入力しま

す。入力後、[利用券の割り当ての確定]をクリッ

クします。 

 

3. 利用券を作成する場合は、[利用券の割り当て]を

クリックし、利用者の情報を変更する場合は[利

用券の編集]をクリックしてください。 

特典の登録が完了すると、電子メールにて、特典利用者の方へ特典のご利用に関するご案内が届きます。特典

利用者の方は、電子メールに記載の案内に従って、特典をご利用下さい。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 利用券が作成されると、そのサービス レベル（サービスの日数）が確定されます。 

 お客様が利用券の作成後に該当するソフトウェアを追加購入されても、作成された利用券のサービス レベルは変わ

りません。 

 サービス レベルを変更する場合には、まだ利用されてない（利用券を引き換えられていない）利用券を一度取り消

して、新たに作成する必要があります。利用券の取り消しについては「利用券の取り消し」を参照してください。 
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サービスの予約 

登録後に届くご案内メールには、サービスの利用方法が記載されています。ご確認ください。 

1. 「プロバイダー一覧」からサービスを依頼したい

パートナーを確認します。 

2. パートナーに「サービス名」、「利用券 ID」、

「サービスレベル」、「利用券の有効期限」を連

絡してください。これで、サービス受講券の利用

依頼は完了です。 

3. 本メールの一番下には、利用券を利用する際の注

意事項 があります。必ずご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

コンサルティング パートナーが計画サービスの予約を確認すると、導入計画サービス利用券は“予約済み”と、

VLSC に表示されます。 

 

計画サービスが終了すると、コンサルティング パートナーが直接マイクロソフトと手続きを行い、導入計画

サービス利用券を換金して支払いを受けます。 

 

 

 利用条件は、各地域のプロバイダー様が設定されたものに準拠します。 

 キャンセル期日までは利用券の取り消しが可能です。 

 利用可能日数以上のサービスを希望の場合は、差分の料金の支払いが必要です。 

 利用券で利用できるサービスはマイクロソフト認定プロバイダー様によって提供されるサービスです。 

 利用券は、割り当てられた利用者のみに限定（本メール アドレスの提示により確認）です。 

 利用券は現金もしくは他の有償プログラムに変換は無効です。 

 利用券の有効期間は、ソフトウェア アシュアランスの有効期間に関係なく、割り当て日から 180 日間です。すべて

のサービスは、利用券の有効期限までに提供 (利用券と交換) されるものとします。ソフトウェア アシュアランスの

期間満了より前に有効期限が切れた利用券は、利用可能な計画サービスの日数としてプールされます。 

 予約は一度につき、一か所の認定プロバイダーに限定されます。 
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利用券のキャンセル 

利用券をキャンセルする場合、利用券を別の担当者に割り当てたい場合、サービスレベルを変更して利用券を

作成したい場合に利用券を取り消すことができます。 

1. 「特典の要約」画面より[計画サービス]をクリッ

クします。 

2. 「特典の詳細」画面でキャンセルしたい利用券番

号をクリックします。 

なお「割り当て済み」の利用券のみを取り消すこ

とができます。 

3. 「計画サービスのバウチャー詳細」画面で、ステ

ータスが、「割り当て済み」になっていることを

確認します。 

4. 利用券の取り消しを確認する場合は、[利用券の

取り消し]をクリックします。 

5. 「利用券の取り消しの確定」画面で[利用券の取

り消し]をクリックします。 

6. 「特典の詳細」画面で利用券のステータスが「取

り消し済み」になっていることを確認してくださ

い。 
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サービスレベルのアップグレード 

ソフトウェア アシュアランス特典のひとつであるトレーニング受講券を使って、導入計画サービスのサービ

ス レベルをアップグレードすることができます。VLSC にアクセスし、下記の手順に従って変更を行ってく

ださい。 

※ トレーニング受講券を導入計画サービス利用券に交換するには、トレーニング受講券の特典を有効化して

おく必要があります。有効化がされていない場合は、トレーニング受講券の有効化方法をご確認ください。 

 

 

 

【導入計画サービスの特典管理者様がトレーニング受講券の特典管理者様を兼ねている場合】 

利用券の作成 

トレーニング受講券の交換を申請することなく、交換の確定とともに交換手続きが完了します。 

1. 「特典の要約」ページより[計画サービス]をクリ

ックします。 

2. 「特典の詳細」ページより[交換を実行します。]

をクリックします。 

3. アップグレードしたい日数を選択し、[交換]ボタ

ンをクリックします。 

 
 

4. [交換の確定]をクリックすると、作業完了です。 

 

 

アップグレード(交換)とは、他ソフトウェア アシュアランス特典のトレーニング受講券特典で提供されているトレー

ニング受講券日数分を、導入計画サービス利用券の日数に振り替えることです。 
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【導入計画サービスの特典管理者様が、トレーニング受講券の特典管理者様と異なる場合】 

日数交換の申請 

トレーニング受講券の特典管理者様に交換を承認していただく必要があります。 

1. 「特典の要約」ページより[計画サービス]をクリ

ックします。 

2. 「特典の詳細」ページより[承認を得るために交

換申請を送信します。]をクリックします。 

3. アップグレードしたい日数を選択し、[交換を申

請する]ボタンをクリックします。 

交換依頼の承認 

交換を申請されると、トレーニング受講券特典管理者様の特典管理画面に赤字で交換申請と表示されます。 

1. 「特典の要約」ページより[トレーニング受講券]

をクリックします。 

2. 「トレーニング特典の詳細」画面にある[交換申

請の確認]をクリックします。 

3. 申請一覧が表示されます。 

4. 承認する申請に対して、プルダウンで[承認]を選

択。[送信]をクリックすると、承認確認画面へ移

動します。 

5. 「交換申請承認の確認」画面で [OK] をクリック

すると、交換の承認が確定します。 
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発行した利用券の管理 

特典の利用状況を確認することで、緻密な導入計画プランを組み立てられます。 

利用券交換の履歴 

1. 「特典の要約」ページより[計画サービス]をクリックします。 

2. 「特典の詳細」ページで[トレーニング日数交換の履歴]をクリックすると、すべての交換実績レポートが表

示されます。実行しようとした交換から承認された交換、取り消さ交換まで全ての履歴を閲覧することが

できます。 

利用券利用状況のレポート 

1. 「特典の要約」ページより[特典レポートの概要]をクリックします。 

2. 「特典のレポートの概要」ページで[計画サービス]をクリックします。 

3. 任意の情報を入力し、[OK] をクリックします。その際、フィルター選択しないで [OK] をクリックすると

選択した特典のすべての利用券が表示されます。 
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ソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティ 

ソフトウェア アシュアランスによるライセンスモビリティでは、有効なソフトウェア アシュアランスつきの

特定のサーバー アプリケーションを、自社運用環境またはクラウド環境での導入が行うことができます。こ

の特典はでは、さらなるホスティングの柔軟性とコスト削減が可能です。 

1. ライセンスの評価 

ライセンス調達チーム、マイクロソフト担当者またはリセラー様と協力して、ライセンスについて確認し

ます。次のことを行う必要があります。 

製品使用権説明書 (PUR) を読み、移動可能なライセンスを確認する。 

専用のアプリケーションに使用するアプリケーション サーバー ライセンスについて、有効なソフトウェ

ア アシュアランスを取得する。 

2. パートナー様の選択 

認定ライセンス モビリティ パートナーを選択します。認定パートナー様の一覧は、ボリューム ライセン

ス Web サイトにて公開されています。 

3. パートナー様との展開 

お客様のボリューム ライセンスのライセンスは、前述の要件を満たしていることを確認し、パートナー様

を選定した後に、サービス プロバイダーのインフラストラクチャ上に展開できます。 

4. ライセンスの検証 

導入から 10 日以内に、ボリューム ライセンス ウェブサイト上のライセンス確認フォームにご記入いた

だき、マイクロソフト担当者もしくはリセール パートナー様経由でマイクロソフトにフォームを提出して

ください。マイクロソフトは提出されたフォームで、お客様がクラウドに展開したワークロードのライセ

ンスが、ソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティ条項を満たしていることを確認し、

お客様と認定モビリティ パートナー様に通知します。 

詳細は、Web サイトの「ソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティお客様向けライセンス 

ガイド」をご覧ください。  

Windows Virtual Desktop Access (VDA) 

Windows VDA の権利は、下記を含むさまざまなユーザー シナリオにおいて、Windows 8 (または以前のオペ

レーティング システム バージョン) の仮想インスタンスへのアクセスを可能にします。 

 データセンター内の VDI：Windows の仮想化の権利ではライセンスされたデバイスからサーバー内で稼

働する最大 4 つの Windows の仮想インスタンスにアクセスできます。 

 ローカル仮想マシン (VM)：ライセンスされたデバイスで最大 4 つの Windows の仮想インスタンスを

ローカルで稼働できます。 

 リモート ブート：ライセンスされたデバイスからサーバーで稼働する １ つの Windows 物理インスタ

ンスにリモートでアクセスできます。 

 デュアル ブート：ライセンスされたデバイス上で最大 2 つの Windows 物理インスタンスを稼働できま

す。 

この特典のご利用開始にあたり、特別な手続きは必要ありません。お客様の仮想デスクトップ インフラスト

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx#tab=2
http://download.microsoft.com/download/A/2/8/A28985D6-78DE-41A4-B5EA-6FA0270D824B/License_Mobility_Customer_Program_Guide.docx
http://download.microsoft.com/download/A/2/8/A28985D6-78DE-41A4-B5EA-6FA0270D824B/License_Mobility_Customer_Program_Guide.docx
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ラクチャや管理システムの環境に応じてマイクロソフト ボリューム ライセンス ダウンロード データ (ま

たは物理メディア) をインストールの上、ご利用ください。Windows の有効なライセンスと有効なソフトウ

ェア アシュアランス契約があれば、この特典をご利用いただけます。 

Windows RT Companion VDA Rights 

Windows のソフトウェア アシュアランスでライセンスされた PC のコンパニオンとして利用するときに、

Windows RT Companion VDA 権は Windows RT の使用権を拡大し、データセンター内で稼働する VDI のフ

ル イメージにアクセスすることができます。 

この特典のご利用開始にあたり、特別な手続きは必要ありません。お客様の仮想デスクトップ インフラスト

ラクチャや管理システムの環境に応じてマイクロソフト ボリューム ライセンス ダウンロード データ（また

は物理メディア）をインストールの上、ご利用ください。Windows の有効なライセンスと有効なソフトウェ

ア アシュアランス契約があれば、この特典をご利用いただけます。 

Windows ローミング使用権 

Windows ローミング使用権では、すべてのライセンスされたデバイスの主要ユーザーが、組織外から個人所

有の PC やホテルのビジネス センターの PC などの、組織所有外デバイスを通じて、データセンター内 (VDI) 

または Windows To Go を利用して Windows の仮想インスタンスにアクセスできます。 

この特典のご利用開始にあたり、特別な手続きは必要ありません。お客様の仮想デスクトップ インフラスト

ラクチャや管理システムの環境に応じてマイクロソフト ボリューム ライセンス ダウンロード データ（また

は物理メディア）をインストールの上、ご利用ください。 

Office ローミング使用権  

Office、Project および Visio のローミング使用権では Office ライセンスデバイスのユーザーが、自宅 PC や

インターネット キオスクなどの第三者デバイスを利用し、仮想デスクトップ環境を通じて、リモートで Office、

Project および Visio にアクセスする事ができます。 

この特典のご利用開始にあたり、特別な手続きは必要ありません。お客様の仮想デスクトップ インフラや管

理システムの環境に応じてマイクロソフト ボリューム ライセンス メディア (またはダウンロード データ) 

をインストールの上、ご利用ください。Office、 Visio および／または Project の有効なライセンスと Office 

関連製品の有効なソフトウェア アシュアランス契約があれば、この特典をご利用いただけます。 

エディションの拡張の権利 

Windows Embedded ファミリの一部である Windows Embedded Industry は ATM や POS システム、キオ

スク、医療機器などの産業デバイスのニーズに合わせて設計されています。Windows Embedded Industry エ

ディションの権利では、最新もしくは過去バージョンの Windows Embedded Industry を実行することが可能

で、あらゆるデバイスからあらゆるシナリオにおいて適切なエディションの Windows を使用できます。 

この特典のご利用開始にあたり、特別な手続きは必要ありません。マイクロソフト ボリューム ライセンス メ

ディア (またはダウンロード データ) を利用して、必要に応じて最適な製品をインストールするだけです。



 

ソフトウェア アシュアランス クイック スタート ガイド 

マイクロソフト ソフトウェア アシュアランス | クイック スタート ガイド    25 

Windows または Windows Industry の証明と Windows 有効なソフトウェア アシュアランスがあれば、この

特典をご利用いただけます。 

Windows Thin PC 

Windows Thin PC (Win TPC) は、Windows 7 Enterprise のフットプリントを小さくした、ロックダウンされた

バージョンを提供することで、お客様が既存の PC をシンクライアントとして再利用でき、シン クライアン

トのハードウェアを新たに調達する必要がなくなりますこれらの PC は既存のソフトウェア アシュアランス

の対象であるため、VDI 用の Windows Virtual Desktop Access ライセンスを追加で購入する必要はありませ

ん。 

この特典のご利用開始にあたり、特別な手続きは必要ありません。お客様の仮想デスクトップ インフラや管

理システムの環境に応じてマイクロソフト ボリューム ライセンス メディア (またはダウンロード データ) 

をインストールの上、ご利用ください。Windows の有効なライセンスと有効なソフトウェア アシュアランス

契約があれば、この特典をご利用いただけます。  
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ソフトウェア アシュアランスを通じた TechNet 特典 

TechNet では、IT スタッフやヘルプデスク スタッフが技術情報にアクセスしたり、テストや評価のために製

品のベータ版や最終版を使用したりできます。ソフトウェア アシュアランスでは、2 つの TechNet 特典 

(TechNet Plus Direct サブスクリプションおよび TechNet Chat と Newsgroup) を利用することができます。 

TechNet Plus Direct サブスクリプション 

1. VLSC にサインインします。 

2. トップ メニューで[ソフトウェア アシュアラン

ス]を選択します。 

3. 「ソフトウェア アシュアランス特典の一覧」ペ

ージが表示されます。一覧から[TechNet Plus 

Direct]をクリックします。 

4. ライセンス ID ごとの利用資格の詳細が表示さ

れます。[ライセンス ID] 列の該当番号のリンク

をクリックして、ソフトウェア アシュアランス

特典サイトを開きます。ここから特典の有効化と

管理を行うことができます。 

5. 「特典の要約」ページが表示されます。「有効化できる特典」から [TechNet Plus Direct]を選択して有効化

します。 

6. 連絡先情報と組織のドメインを入力します。入力完了後に[特典の有効化]をクリックします。 

7. VLSC での確認後、TechNet サブスクリプション チームから TechNet Plus Direct サブスクリプション利

用者に、ユーザー アカウントの詳細とサービス情報を記載した電子メールが送信されます。 

 

 

このページには、Microsoft アカウント (旧 Windows 

Live ID) に関連付けられたすべてのライセンス ID を

対象とするソフトウェア アシュアランス特典の利用資

格に関するレポートが表示されます。 

現在利用資格がないソフトウェア アシュアランスの特

典は、「表示するデータがありません」と表示されます。 
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TechNet Chat および Newsgroup 

1. VLSC にサインインします。 

2. トップ メニューで[ソフトウェア アシュアラン

ス]を選択します。 

3. 「ソフトウェア アシュアランス特典の一覧」ペ

ージが表示されます。一覧から[TechNet SA 

Subscription Services (TechNet SA サブスクリプ

ション サービス)]をクリックします。 

4. ライセンス ID ごとの利用資格の詳細が表示さ

れます。[ライセンス ID] 列の該当番号のリンク

をクリックして、ソフトウェア アシュアランス

特典サイトを開きます。ここから特典の有効化と

管理を行うことができます。 

5. 「特典の要約」ページが表示されます。「有効化できる特典」から [TechNet SA サブスクリプションサー

ビス]を選択して有効化します。 

6. 連絡先情報と組織のドメインを入力します。入力完了後に[特典の有効化]をクリックします。 

7. VLSC での確認後、TechNet サブスクリプション チームから TechNet Chat と Newsgroup の利用者へ、

ユーザー アカウントの詳細とサービス情報を記載した電子メールが送信されます。 

 

 

このページには、Microsoft アカウント (旧 Windows 

Live ID) に関連付けられたすべてのライセンス ID を

対象とするソフトウェア アシュアランス特典の利用資

格に関するレポートが表示されます。 

現在利用資格がないソフトウェア アシュアランスの特

典は、「表示するデータがありません」と表示されます。 
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Microsoft Office Multi Language Pack 

Office Multi Language Pack を使用すると、IT スタッフは複数の言語をサポートする単一の Office イメージ

によって導入 を簡素化し、多言語環境の従業員のニーズに応えることができます。 

1. VLSC にサインインします。 

2. トップ メニューで[ソフトウェア アシュアラン

ス]を選択します。 

3. 「ソフトウェア アシュアランスの一覧」から

[Office Multi Language Pack] をクリックします。 

4. ライセンス ID ごとの利用資格の詳細が表示さ

れます。[ライセンス ID]列の該当番号のリンクを

クリックして、ソフトウェア アシュアランス特

典サイトを開きます。ここから特典の有効化と管

理を行うことができます。 

5. 「特典の要約」ページが表示されます。「有効化

できる特典」から [Office Multi Language Pack] 

を選択して有効化します。 

このページには、Microsoft アカウント (旧 Windows 

Live ID) に関連付けられたすべてのライセンス ID を

対象とするソフトウェア アシュアランス特典の利用資

格に関するレポートが表示されます。 

現在利用資格がないソフトウェア アシュアランスの特

典は、「表示するデータがありません」と表示されます。 

既に有効化されている場合は、「有効化された特典」部

分に表示されます。この場合、再度有効化の必要はあり

ません。 
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6. 次のいずれかの操作を実行し、特典の連絡先を設

定します。 

7. 表示された一覧から特典の連絡先を選択して、

[選択した連絡先の追加]をクリックします。 

[特典の利用方法]セクションに必要事項を入力し

て、[特典の有効化]をクリックします。 

 

8. 新たに特典連絡先を追加する場合は、[新規追加]

をクリックします。 

[特典連絡先の詳細]フォームと[特典の利用方法]

セクションに必要事項を入力して、[特典の有効

化]をクリックします。 
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サポート 

年中無休 (24 x 7) の技術サポート 

業務に深刻な影響を及ぼすトラブルに、コストをかけずに備えることができる「年中無休(24 x 7)の技術サポー

ト」には、2 つのサポートがあります。インシデントとの引き換えによる 24 時間体制の電話サポートと、ソ

フトウェア アシュアランスの対象となるサーバー製品に関する回数無制限の Web サポート*です。日常業務

や万が一のトラブル解決手段として、マイクロソフトの知識や経験をご活用ください。 

* Web サポートはオープン ライセンスでの提供はございません。 

※ Web サポートでは、ご相談内容の Web 入力は 24 時間対応可能ですが、実際のサポート提供時間は、9:00 

- 17:30 (土日祝日、弊社指定休業日は除きます) になります。ビジネスに重要な影響を及ぼす問題が発生し、

迅速な対応が必要な場合は、Web ベースのサポート インシデントの利用はお勧めできません。 

 

 

 

 

重要: ソフトウェア アシュアランスの管理者は VLSC を使用して、サポートを依頼する権限を持つ担当者の

一覧を設定し、その担当者に適切なソフトウェア アシュアランス アクセス ID (SAID) を付与する必要があり

ます。これにより、サポートの必要が生じた際、IT チームは利用条件の確認に時間を費やさずに済み、技術

的な問題の解決と、最適なカスタマー サポート (http://support.microsoft.com/sasupport) レベルの決定に集

中できます。 

VLSC を使用して年中無休 (24 x 7) の技術サポートを有効化するには 

1. VLSC にサインインします。 

2. トップ メニューで[ソフトウェア アシュアラン

ス]を選択します。 

電話サポートの回数は、ソフトウェアアシュランスの購入額で異なります。 

 ソフトウェア アシュアランス購入分約 240 万円相当のサーバーおよび CAL につき 1 インシデント 

 ソフトウェア アシュアランス購入分約 2,400 万円相当のアプリケーションおよびクライアント OS につき 1 イン

シデント 

 ソフトウェア アシュアランスの対象となるサーバーを購入すると、加入契約ごとに電話インシデント 1 件をご提供* 

* オープン ライセンスは非対象です。 

。 

 

 

http://support.microsoft.com/sasupport
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3. [24x7 Problem Resolution Support (年中無休 (24 

x 7) の技術サポート)] をクリックします。ソフト

ウェア アシュアランス特典の詳細ページが表示

されます。 

4. ライセンス ID ごとの ソフトウェア アシュア

ランス利用資格の詳細が表示されます。[ライセ

ンス ID] 列の該当番号のリンクをクリックして、

ソフトウェア アシュアランス特典サイトを開き

ます。 

5. 「特典の要約」が別ページに表示されます。「有

効化できる特典」から[年中無休 (24 x 7) 技術サ

ポート]をクリックします。 

既に有効化されている場合は、「有効化された特典」部

分に表示されます。この場合、再度有効化の必要はあり

ません。 

このページには、Microsoft アカウント (旧 Windows 

Live ID) に関連付けられたすべてのライセンス ID を

対象とするソフトウェア アシュアランス特典の利用資

格に関するレポートが表示されます。 

現在利用資格がないソフトウェア アシュアランスの特

典は、「表示するデータがありません」と表示されます。 
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6. 概要を記載した画面が表示されます。[特典の有

効化に進む] をクリックします。 

7. 利用条件が表示されます。利用条件を読み、空欄

にお客様のお名前を入力して、[同意する] をクリ

ックします。 

 

 

8. 特典の有効化完了後には完了画面が表示され、特

典の登録が完了します。 

9. 特典の有効化が完了すると、特典利用者の方へ、

電子メールにて特典ご利用の案内が届きます。特

典利用者の方は、電子メールに記載の案内に従っ

て特典をご利用ください。 
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特典連絡先の追加 

1. 「特典の要約」ページより[年中無休 （24 x 7） の

技術サポート]をクリックします。 

2. ｢特典の詳細」画面の[特典担当者の管理]をクリッ

クします。 

3. 新しい連絡先を追加するには、[新しい連絡先の

追加]をクリックします。 

4. すべての必須項目への入力を完了します。右側に

スクロールして、特典連絡先の種類（必須）を選

択します。情報を入力したら[新しい連絡先の追

加]をクリックします。 

※「複数ユーザーを追加するには」に従い、Excel 

で複数の連絡先を同時に追加することもできま

す。 

5. 連絡先の追加手続きを完了するには、[連絡先一

覧の送信]をクリックします。  

6. 年中無休 (24 x 7) の技術サポート特典詳細ペー

ジの上部にある 「SA アクセス ID」 を確認し、

この ID を IT スタッフに通知します。 
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特典連絡先の編集・削除 

1. 連絡先を編集するには、[連絡先の管理]ページで

特典連絡先担当者の姓をクリックします。 

2. 編集が完了したら[送信]をクリックします。 

3. 特典連絡先を削除するには、「連絡先の管理」ペ

ージで左にあるラジオ ボタンをクリックして

[選択項目の削除]をクリックします。  

 

 
プレミア契約を締結している方は、次の手続きを行えます。また、サポートは次の方法で利用できます。 

 プレミア用へのインシデントの移行 

 電話サポート 

 サーバー製品の Web サポート – Online Assisted Support (OAS) - 
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プレミア用にインシデントを移行するには 

マイクロソフトとプレミア サポート契約を締結しているお客様は、所有するソフトウェア アシュアランスの

電話サポートをプレミア製品サポートに交換できます。 

* 日本のプレミア契約は時間制です。2011 年 9 月現在では、1 インシデント当たり、約 7 時間と交換できます。 

事前準備 

プレミア用にインシデントを予約する前に、プレミア担当者がソフトウェア アシュアランスの特典の年中無

休（24 x 7）の技術サポートを使用できるようにする必要があります。 

プレミア連絡先の承認 

1. 「特典の要約」ページより、[年中無休 （24 X 7）

の技術サポート]をクリックします。 

2. 「特典の詳細」画面の[ソフトウェア アシュアラ

ンス サポートプレミア連絡先の承認]をクリッ

クします。 

3. プレミア担当者の電子メール アドレスのドメイ

ン名を入力し、サポート タイプを選択して[追加]

をクリックします。 

4. オプションで、スケジュール ID を追加します。 

※この作業により、電子メール アドレスと選択

したサポート タイプのスケジュール ID の両方

をもつプレミア担当者のみに使用を制限するこ

とができます。 

5. [送信]をクリックします。 
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プレミア用へのインシデントを移行する 

1. ソフトウェア アシュアランス特典のインシデントをプレミア用に予約します。 

プレミア用にインシデントを予約するには、2 つの方法があります。 

・特定の数のソフトウェア アシュアランス インシデントを特定のプレミア アカウントに予約する 

・すべての使用可能なソフトウェア アシュアランス インシデントをプレミア アカウントに予約する 

2. マイクロソフトのテクニカル アカウント マネージャー TAM) または営業担当者に処理が完了したことを

伝えます。 

3. マイクロソフト側で移行手続きが行われます。 

【特定の数のソフトウェア アシュランス インシデントを特定のプレミア アカウントに予約する場合】  

1. 「特典の詳細」画面の[プレミア用ソフトウェア 

アシュランス インシデントの予約]をクリック

します。 

2. [特定のプレミア契約用にインシデントを予約す

る]を選択し、[設定の送信]をクリックします。 

3. 「インシデントの予約詳細」という新しいセクシ

ョンができます。プレミア契約を追加するには、

[プレミア契約の追加]をクリックします。 

4. [スケジュール ID の入力]を選択し、空欄にプレ

ミア契約のスケジュール ID を入力し、[送信]を

クリックします。 
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5. ｢特典の詳細｣画面がもう一度表示されます。[イ

ンシデントの予約]をクリックします。 

6. 「インシデントの予約」ページで予約する数量を

入力し、移行元アカウントと移行先アカウントを

選択し、[送信]をクリックします。 

・移行元：使用可能なソフトウェア アシュアラ

ンス インシデント 

・移行先：プレミア契約番号 

※プレミア契約のスケジュール ID がわからな

い場合は、不明を選択 

7. [特典の詳細」ページに戻ります。予約されたイ

ンシデントの数が表示されます。 

【すべての使用可能なソフトウェア アスアランス インシデントをプレミア アカウントに予約する場

合】 

1. 「特典の詳細」画面の[プレミア用ソフトウェア 

アシュアランス インシデントの予約]をクリッ

クします。 

2. [現在および今後予定されているソフトウェア 

アシュアランスの電話サポートによるサポート 

インシデントすべてをプレミア契約に移行する

ために予約する]を選択し、[設定の送信]をクリッ

クします。 
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年中無休 ( 24 x 7 ) の技術サポートを利用する 

サポート方法の選択 

1. 貴社に付与されたソフトウェア アシュアラン

ス アクセス ID を確認します。 

2. 2 つのサポート方法を確認し、利用するサポー

トを選択してください。 

・「年中無休 ( 24 x 7 ) の技術サポート（電話）」 

・「ソフトウェア アシュアランスによるサーバ

ー製品の Web サポート」 

※サーバー製品のみ 

電話サポートの利用方法 

1. ご案内メールに記載されている URL 

http://support.microsoft.com/gp/saphone にア

クセスします。 

2. 「SA 連絡先情報」ページの「国」列から日本の

サポート センターの番号を確認してご連絡くだ

さい。 

※この際、必ずソフトウェア アシュアランス ア

クセス ID が必要になりますのでご用意くださ

い。 

※受付は 24 時間対応させていただきます。 

マイクロソフト サポートの利用方法 

1. 「マイクロソフト ソフトウェア アシュアラン

スのサポート」

(http://support.microsoft.com/gp/sasupport/ja) 

ページの「Web 経由のサポート」をご利用くだ

さい。 

 

 

http://support.microsoft.com/gp/saphone
http://support.microsoft.com/gp/sasupport/ja
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System Center グローバル サービス モニター 

System Center グローバル サービス モニター (GSM) は System Center 2012 のアプリケーション監視機能

を組織の独自のネットワーク境界を越えて拡張するクラウド サービスです。グローバル サービス モニター

は、Microsoft Azure の通信アクセス ポイントを使用して外部要因を監視、特定するため、エンドユーザーの 

Web アプリケーション エクスペリエンスが実際にどのようなものであるかを把握するために役立ちます。 

System Center グローバル サービス モニターの開始にあたり、いくつかの手続きが必要です。この手続きに

はグローバル サービス モニターへのサインアップ、System Center 2012 Operations Manager の設定および

グローバル サービス モニター管理パックのインポートが含まれます。 

1. グローバル サービス モニターの使用を開始す

るには、グローバル サービス モニター サイト 

(英語) にアクセスし、お客様の組織のアカウント

情報を使用して、グローバル サービス モニター 

アカウントを作成してください。その時に、グロ

ーバル サービス モニターの 90 日間のトライ

アル アカウントまたはフル サービス アカウン

トのどちらにサインアップするかを選択し、利用

条件に同意してサインアップを完了してくださ

い。 

 

• 90 日間のトライアル アカウントを設定する 

アカウント オプションが表示された際に「Use GSM as a 90-Day Free Trial (GSM を 90 日間のフリー ト

ライアルとして使用する)」オプションを選択し、利用条件に同意いただくとサインアップ手続きが完了し

ます。90 日間の有効期限が近づくと、お客様の試用期間終了を通知する電子メールが送信されます。引き

続きサービスを使用するには、90 日間のトライアル アカウントをフル サービス アカウントに移行する

必要があります。移行手順は以下をご確認ください。 

• フル サービス アカウントを設定する 

アカウント オプションが表示された際に「Use GSM as a benefit of the Software Assurance program (GSM 

を ソフトウェア アシュアランス プログラムの特典として使用する)」オプションを選択してください。ソ

フトウェア アシュアランス付きの有効なライセンスを購入しているかの確認が行われます。利用条件に同

意いただくとサインアップ手続きが完了します。 

2. System Center TechNet ライブラリ (英語) で規定された手順に従い、System Center 2012 Operations 

Manager を設定し、Global Service Monitor 管理パックをインポートしてください。 

90 日間のトライアル アカウントをフル サービス アカウントに移行する 

グローバル サービス モニター サイトにサインイン後、「Account Management (カウント管理)」ページで

[Activate (有効化する)]をクリックして「Use GSM as a benefit of the Software Assurance program (GSM を ソ

フトウェア アシュアランス プログラムの特典として使用する)」オプションを選択し、サインアップ手続き

を完了してください。

https://orgaccount.microsoft.com/SignUp?offerIds=C6FB044B-FE9E-4CD3-B3AF-B5FBE64068ED&isAuthChecked=True
http://technet.microsoft.com/library/jj860368.aspx
https://orgaccount.microsoft.com/SignUp?offerIds=C6FB044B-FE9E-4CD3-B3AF-B5FBE64068ED&isAuthChecked=True
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延長ホットフィックス サポート 

ホットフィックスとは、一般的にバグやその他の問題が発生した場合に提供される、ソフトウェアの更新プロ

グラムです。延長ホットフィックス サポート特典では、標準の製品サポート期間や製品リリースが終了した

後も、特定の修正プログラムがお客様のインシデント単位で提供されます。 

サポート ライフサイクルの延長サポート フェーズ中に問題が報告され、解決するために製品のホットフィッ

クスが必要となる (通常は、サポート エンジニアによって判断される) 場合は、担当のテクニカル アカウン

ト マネージャー (TAM) にご連絡ください。TAM は、適切な問題解決チームと協力して、ホットフィックス

の作成を開始します。ホットフィックスの作成およびお客様への提供が可能であることが確認できると、TAM 

は延長ホットフィックス サポート アカウント (EHSA) へのお申し込みをご案内いたします。既に EHSA を

お持ちの場合は、問題が発生した製品をサポートの対象に追加する手続きを行います。 
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トレーニング 

E-Learning 

E-Learning 特典では、エンドユーザーを対象とした、自分のペースで学習できる対話型のトレーニングが、イ

ンターネットまたはイントラネットを通じて提供されます。 

ソフトウェア アシュアランスの E-Learning では、マイクロソフトの最も広く使用されている製品に対し、数

百時間のトレーニングが用意されています。トレーニングは、対象とする製品群によって、アプリケーション 

(Office)、システム (Windows Upgrade)、およびサーバー (Exchange) の 3 つのグループに分類されています。

エンド ユーザーが利用するのは主にアプリケーションのトレーニングですが、IT スタッフやヘルプデスク 

スタッフは、複数のグループのトレーニングを必要とする場合があります。 

1. VLSC にサインインします。 

2. トップ メニューで[ソフトウェア アシュアラン

ス]を選択します。 

3. お手持ちの特典とトレーニングのニーズに合わ

せて、[E-Learning – Applications (アプリケーシ

ョン)]、[E-Learning System – Systems (システ

ム)]、[E-Learning – Servers (サーバー)]のいずれ

かをクリックします。ソフトウェア アシュアラ

ンス特典の詳細ページが表示されます。 
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4. ライセンス ID ごとの ソフトウェア アシュア

ランス利用資格の詳細が表示されます。「ライセ

ンス ID」 列の該当番号のリンクをクリックして、

ソフトウェア アシュアランス特典サイトを開き

ます。 

5. 「特典の要約」ページが表示されます。「有効化

できる特典」から [E-Learning] を選択して有効

化します。 

 

 

6. 特典の連絡先を指定します。すでに他のソフトウ

ェア アシュアランス特典で連絡先を指定してい

る場合には、その連絡先が表示されます。登録済

みの人を E-Learning 特典の担当者とする場合に

は表示されている連絡先から 1 つ選んで[選択

した連絡先の追加]をクリックしてください。 

新規連絡先を登録する場合には、[新規追加]をク

リックしてください。 

  

既に有効化されている場合は、「有効化された特典」部

分に表示されます。この場合、再度有効化の必要はあり

ません。 

ここでいう連絡先とは、この登録が終了した際にマイクロソフトからメールが届く担当者を指します。セキュアなサイ

トにアクセスするための大切な「プログラム コード」などが記載されているため、対象者はある程度限られた人にする

ことをお勧めします。 
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7. 連絡先の詳細情報を入力します。 

前画面で既存の連絡先を選択した場合、その担当

者の情報があらかじめ反映されています。その情

報を変更することが可能です。ただし、ここで変

更した内容はこの連絡先情報が使用されている

他ソフトウェア アシュアランス特典の連絡先情

報も変更されますのでご注意ください。 

8. 特典を各従業員の方にご活用いただけるよう、ご

利用になる電子メールのドメインを設定します。 

ドメイン設定は最大 50 まで可能です。 

9. [特典の有効化]をクリックします。 

 

10. 有効化が完了すると、「特典の詳細」ページにア

ルファベットと数字からなる 10 桁のアクセス 

コード (お客様組織のアカウントのみで利用で

きます) が表示されますので、このコードを従業

員の方に通知してください。 

11. 特典管理者様には、同様のアクセス コードと、

E-Learning コースのウェブサイトへのリンクが

記載したメールが届きますので、確認のうえ、従

業員の方に配布してください。 

12. 従業員の方は特典の情報を受け取ると、

Microsoft アカウント (旧 Windows Live ID) を

使用してオンライン ラーニング学習者向けポー

タルウェブサイト 

(http://onlinelearning.microsoft.com) にアクセ

スできるようになります。 

 

 

 

ここでいうドメインとは、社内のドメインになります。

社員の方がサイトで自宅使用用の製品を購入する際に

入力いただくドメイン メールをチェックする大切な情

報登録になります。 

 

 

 

 

http://onlinelearning.microsoft.com/
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特典連絡先情報の変更 

1. 「特典の要約」ページより E-learning] クリック

します。 

2. 現在、特典連絡先に指定されている人の「姓」の

部分をクリックします。 

3. 「特典連絡先の詳細の編集」ページで、電子メー

ル アドレスや電話番号、住所などの情報を編集

し、[送信]をクリックします。 
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E-Learning の告知と従業員の方による利用 

特典管理者様が従業員の方にアクセス コードを通

知すると、従業員の方は、Microsoft アカウント (旧 

Windows Live ID) を使用して、Microsoft Online 

Learning 学習者ポータル ウェブサイト 

(http://onlinelearning.microsoft.com) のトレーニン

グにアクセスできるようになります。管理者向けポ

ータル サイトは 

https://onlinelearning.microsoft.com/administration 

となります。 

 

現在提供されているソフトウェア アシュアランス対象の E-Learning コース一覧は、ソフトウェア アシュア

ランス およびボリューム ライセンス 製品カタログ 

(http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx) (英語) で確認できます。お客様がご利用に

なる製品群に応じて、「Program Type」の項目で、「SA System」、「SA Applications」または「SA Server」のカ

テゴリを指定してください。 

トレーニング情報を受け取る各ユーザーがトレーニングコースを受講するためには、各ユーザーの Microsoft アカウン

トが必要です。Microsoft アカウントを取得するには http://www.microsoft.com/ja-jp/msaccount/signup/default.aspx を

ご覧ください。 

http://onlinelearning.microsoft.com/
https://onlinelearning.microsoft.com/administration
http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/msaccount/signup/default.aspx
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自宅使用プログラム (HUP) 

自宅使用プログラム では、従業員が自宅コンピューター用に、Microsoft Office の最新版を低価格でダウンロ

ードできます。 

特典管理者様がソフトウェア アシュアランス特典管理ツール サイトにて、自宅使用プログラムの特典を利用

可能な状態にすると、各従業員の方が本プログラムの発注サイトにアクセスするためのキーとなるプログラム 

コードが発行されます。同じ登録画面で、その特典を各従業員の方にご活用いただけるよう、ご利用になる 電

子メールのドメインを設定します。ドメイン設定は最大 50 まで可能です。 

1. VLSC にサインインします。 

2. トップ メニューで[ソフトウェア アシュアラン

ス]を選択します。 

3. [Home Use Program (自宅使用プログラム)]をク

リックします。ソフトウェア アシュアランス特

典の詳細ページが表示されます。 

4. ライセンス ID ごとの ソフトウェア アシュア

ランス利用資格の詳細が表示されます。「ライセ

ンス ID」 列の該当番号のリンクをクリックして、

ソフトウェア アシュアランス特典サイトを開き

ます。 

 

 

 

このページには、Microsoft アカウント (旧 Windows 

Live ID) に関連付けられたすべてのライセンス ID を

対象とするソフトウェア アシュアランス特典の利用資

格に関するレポートが表示されます。 

現在利用資格がないソフトウェア アシュアランスの特

典は、「表示するデータがありません」と表示されます。 
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5. 「特典の要約」ページが表示されます。「有効化

できる特典」から[自宅使用プログラム]を選択し

て有効化します。 

 

 

6. 特典を受ける場合は、先ず利用条件に同意してい

ただく必要があります。「自宅使用プログラムの

利用条件に同意する」ページで利用条件を確認し

ます。 

7. お客様のお名前を入力後、[同意する]をクリック

します。 

 

8. [特典の有効化を続行する]をクリックします。 

9. 特典の連絡先を指定します。すでに他のソフトウ

ェア アシュアランス特典で連絡先を指定してい

る場合には、その連絡先が表示されます。登録済

みの人を自宅使用プログラム特典の担当者とす

る場合には表示されている連絡先から 1 つ選ん

で[選択した連絡先の追加]をクリックしてくださ

い。 

新規連絡先を登録する場合には、[新規追加]をク

リックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでいう連絡先とは、この登録が終了した際にマイクロソフトからメールが届く担当者を指します。セキュアなサイト

にアクセスするための大切な「プログラム コード」などが記載されているため、対象者はある程度限られた人にするこ

とをお勧めします。 

  

 

 

既に有効化されている場合は、「有効化された特典」部

分に表示されます。この場合、再度有効化の必要はあり

ません。 
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10. 特典連絡先の詳細情報を入力します。 

前画面で既存の連絡先を選択した場合、その担当

者の情報があらかじめ反映されています。その情

報を変更することが可能です。ただし、ここで変

更した内容はこの連絡先情報が使用されている

他ソフトウェア アシュアランス特典の連絡先情

報も変更されますのでご注意ください。 

11. 特典を各従業員の方にご活用いただけるよう、ご

利用になる電子メールのドメインを設定します。

ドメイン設定は最大 50 まで可能です。 

12. [特典の有効化]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 特典の登録が完了すると、連絡先の方へ、電子メ

ールにて特典ご利用の案内が届きます。連絡先の

方は、電子メールに記載の案内に従って特典をご

利用ください。なお、この電子メールには各従業

員の方が本プログラムの発注サイトにアクセス

するためのキーとなるプログラム コードが発行

されます。大切に保管してください。 

 

 

連絡先の方は、対象となる従業員の方にのみ、この特典の利用者権が認められたことを通知してください。その際、自宅

使用プログラムの Web サイト、およびプログラム コードを連絡していただく必要があります。 

 

 

上記で設定する電子メールのドメインとは、組織内のドメインになります。従業員の方がサイトで自宅使用用の製品を購

入する際に入力いただくドメイン メールをチェックする大切な情報登録になります。 

 

※ 設定する電子メールのドメインは、お客様企業の電子メール ドメインをご利用ください。 

Hotmail、yahoo、gmail などのパブリック ドメインは、安全な運用の実現のため利用を避けてください。フリーのウェ

ブ メールのドメインが有効なアドレスとみなされると、社員の家族や友人にプログラム コードを転送して、社員以外の

契約の対象外の人も使うことが可能になってしまうからです。 

お客様企業の電子メール ドメイン以外の各従業員の方が利用している電子メール ドメインを登録する場合、特典管理者

様は以下の内容を記載し、hupbulk@digitalriver.com までご依頼ください。 

1) HUP プログラムコード 

2) 設定したい電子メール ドメイン（または電子メール アドレス）のリスト 

3) お客様企業の電子メール ドメイン 

mailto:hupbulk@digitalriver.com
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オンライン オーダーサイトでの手続きの流れ 

1. http://www.microsofthup.com/hupjp にアクセスします。 

2. 従業員様の会社のメール アドレスとプログラム コードを入力しサインインをします。 

3. サインインが成功するとカスタマー認証が行われ、認証成功の画面が表示されます。 

4.  3 で入力したメール アドレスに「Microsoft HUP: 買物客のアカウント情報」の通知が送信されます。 

5. 通知に記載されている URL にアクセスし、ライセンスを購入します。 

6. オプションでバックアップ メディアを選択して購入できます。（バックアップ メディアの配送に関して

は、シンガポールより国際宅急便にて送付いたします。） 

7. 購入が完了すると、ダウンロード可能です。 

従業員への告知 

この特典について社内伝達を容易にするために、マ

イクロソフトでは電子メール テンプレートをご用

意しています。メールの末尾にあるテンプレートを

必要に応じて変更し、従業員の皆様向けの本プログ

ラム利用に関する通知用の電子メールを作成するこ

とができます。電子メールには、プログラム コード

を必ず記載してください。 

従業員様向けの自宅使用プログラム入手手順は「付録」をご覧ください。

http://www.microsofthup.com/hupjp
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一括購入 

2009 年 10 月より自宅使用プログラムで提供している Office 製品を一括購入することが可能となりました。 

1. ソフトウェア アシュアランス特典管理者様は自宅使用プログラムサイト

(http://www.microsofthup.com/hupjp) の右下の「一括購入」をクリックし、一括購入サイト

(http://www.microsofthup.com/bulk/home.aspx?culture=ja-JP) へアクセスします。 

2. 一括購入できるのは、Office Professional および Office for Mac となっており、購入数は 20 からです。

お支払いは、クレジット カード、電子送金、小切手が可能です。 

3. ソフトウェア アシュアランス特典管理者様はお支払い後、自宅使用プログラムが使用可能であることを従

業員様に通知します。 

4. 従業員は通常の自宅使用プログラム サイト (http://www.microsofthup.com/hupjp) にアクセスし、通常ど

おり電子メール アドレスとプログラム コードを入力して、ショッピング サイトにアクセスし製品を引き

換えます。 

5. Office 製品のライセンスの価格はゼロとなっています。 

6. 従業員はその他の製品およびバックアップ DVD を追加で購入することができます (単一注文の場合と同

じ価格)です。ソフトウェア アシュアランス特典管理者様が DVD を一括購入することもできます。 

※一括購入の資料は http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/home-use-program.aspx よ

りダウンロードできます。 

VLSC で自宅使用プログラム使用状況レポートを生成する 

VLSC を利用して自宅使用プログラムのレポートを生成し、従業員の使用状況を確認することができます。 

1. VLSC にサインインし、トップ メニューの[ソフトウェア アシュアランス]を選択します。 

2. [Home Use Program (自宅使用プログラム)]をクリックすると、ソフトウェア アシュアランス特典ページが

開きます。 

3. 自宅使用プログラムの管理を行いたい[ライセンス ID] をクリックすると、「特典の要約」ページが表示さ

れます。 

4. 「有効化された特典」配下にある[特典レポート サマリー]をクリックすると、特典サマリー レポートペー

ジが表示されます。 

5. [自宅使用プログラム]をクリックし、レポートのパラメーターを設定して [OK] をクリックします。

http://www.microsoft.com/japan/licensing/software-assurance/home-use-program.aspx
http://www.microsofthup.com/hupjp?culture=ja-JP
http://www.microsoft.com/japan/licensing/software-assurance/home-use-program.aspx
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/
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トレーニング受講券 

IT 技術者や開発者を対象とする専門的なトレーニングが提供されます。地域のマイクロソフト認定ラーニン

グ ソリューション パートナー (CPLS) が提供する技術トレーニング (講師による指導付き) の中から、選択

したコースを受講できます。簡単なプロセスで、受講券の作成と引き替えを行うことができます。  

1. VLSC にサインインします。 

2. トップ メニューで[ソフトウェア アシュアラン

ス]を選択します。 

3. [Training Vouchers (トレーニング受講券)]をクリ

ックします。ソフトウェア アシュアランス特典

の詳細ページが表示されます。 

4. ライセンス ID ごとの ソフトウェア アシュア

ランス利用資格の詳細が表示されます。「ライセ

ンス ID」 列の該当番号のリンクをクリックして、

ソフトウェア アシュアランス特典サイトを開き

ます。 

 

このページには、Microsoft アカウント (旧 Windows 

Live ID) に関連付けられたすべてのライセンス ID を

対象とするソフトウェア アシュアランス特典の利用資

格に関するレポートが表示されます。 

現在利用資格がないソフトウェア アシュアランスの特

典は、「表示するデータがありません」と表示されます。 
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5. 「特典の要約」ページが表示されます。「有効化

できる特典」から[トレーニング受講券]をクリッ

クします。 

 

6. 「特典の有効化」ページから、[特典の有効化]を

クリックします。 

 

 

 

既に有効化されている場合は、「有効化された特典」部

分に表示されます。この場合、再度有効化の必要はあり

ません。 

トレーニング受講券を作成する前に、以下のサイトを参照して受講したいコースの情報を確認しておきましょう。 

マイクロソフト認定ラーニング ソリューション パートナー （CPLS） 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/training-cpls-list.aspx 

提供コース 

http://www.microsoft.com/ja-jp/learning/Training/msulist.aspx 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/ja-jp/learning/Training/msulist.aspx
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トレーニング受講券の作成 

1. 「特典の要約」ページより、[トレーニング受講

券]をクリックします。 

2. 「トレーニング特典の詳細」画面から、[トレー

ニング受講券の作成]をクリックします。 

3. 実際にトレーニング コースを受ける受講者の姓、

名、電子メール アドレス、コース日数を入力し、

[受講券の追加]をクリックします。 

4. 追加されたコース受講者を確認します。必要に応

じてコース受講者を複数追加することもできま

す。 

5. [受講券一覧の送信]をクリックします。 

 

6. すべての受講券が正式に作成されます。 

7. コース受講者に電子メールが送信されます。 

 

 

 

  



 

ソフトウェア アシュアランス クイック スタート ガイド 

マイクロソフト ソフトウェア アシュアランス | クイック スタート ガイド    54 

受講券のキャンセル 

1. ｢特典の要約｣ページより、トレーニング受講券を

クリックします。 

2. トレーニング受講券の履歴の右側にある下向き

矢印をクリックし、割り当て済みの利用権の一覧

を表示します。 

3. 利用券番号のリンクをクリックします。 

4. [利用権の取り消し]をクリックします。 

登録後に届くご案内メール 

特典の登録が完了すると、特典利用者の方へ、電子

メールにて特典ご利用の案内が届きます。特典利用

者の方は、電子メールに記載の案内に従って特典を

ご利用ください。 

※注意 

契約が満了後に[利用券の取り消し]を行うと再度受講

券を作成することができません。契約満了後にトレーニ

ング日数に変更が生じる場合は弊社担当者までご連絡

ください。 

 

 

本メールの一番下には、受講券を利用する際の注意事項があります。必ずご確認ください。 

 利用条件は、各地域のプロバイダー様が設定されたものに準拠します。 

 キャンセル期日までは利用券の取り消しが可能です。 

 利用可能日数以上のサービスを希望の場合は、差分の料金の支払いが必要です。 

 利用券で利用できるサービスはマイクロソフト認定プロバイダー様によって提供されるサービスに限ります。 

 利用券は、割り当てられた利用者限定（本メール アドレスの提示により確認）です。 

 利用券の現金若しくは他の有償プログラムへの変換は無効です。 

 利用券の有効期限は、付随するライセンス契約の満了日または、メール表示有効期限日です。 

 予約は 1 度につき、1 か所の認定プロバイダーに限定されます。 
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導入計画サービス利用券へのトレーニング日数の交換 

トレーニング受講券を、導入計画サービス利用券に交換することができます。特典管理者様は、計画サービス

利用券の交換申請を待たずに受講券を交換することができます。 

1. ｢特典の要約」ページより[トレーニング受講券]

をクリックします。 

2. 「トレーニング特典の詳細」ページから[トレー

ニング日数の交換]をクリックします。 

3. 交換オプションの画面が表示されます。 

4. ドロップダウン ボックスでトレーニング日数と

交換する利用券のタイプを選択します。この加入

契約で使用可能なすべてのタイプの利用権が表

示されます。利用券のタイプを選択したら、サー

ビス レベルを選択します（該当する場合）。受

講券を交換するためのすべての設定を選択した

ら、[交換]をクリックします。 

5. [交換の確定]をクリックし、処理を完了します。 

教室形式のトレーニングを検索するには: 

1. ソフトウェア アシュアランスで現在利用できるトレーニング受講券のコース一覧を参照するには、

Microsoft University (http://www.microsoft.com/ja-jp/learning/Training/msulist.aspx) にアクセスしてご確

認ください。 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/ja-jp/learning/Training/msulist.aspx
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特殊な特典 

障害復旧を目的とするコールド バックアップ 

障害復旧を目的とするコールド バックアップでは、オフライン ("コールド") バックアップに使用するサーバ

ーへの追加ライセンスが提供され、重大な障害発生時の復旧が可能になります。 

この特典を有効化するのに特別な操作は必要ありません。マイクロソフト ボリューム ライセンスのメディア 

(またはダウンロード) を使用して、バックアップ サーバーに製品をインストールするだけです。運用サーバ

ーのソフトウェアのライセンスとソフトウェア アシュアランス (および必要な CAL (クライアント アクセス 

ライセンス)) を証明するものがあれば、コールド バックアップ サーバー ライセンスの権利が付与されます。 
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エンタープライズ ソース コード ライセンス プログラム 

エンタープライズ ソース コード ライセンス プログラムを使用すると、社内での開発やサポートのために 

Windows のソース コードにアクセスすることができます。

1. VLSC にサインインします。 

2. トップ メニューで[ソフトウェア アシュアランス]

を選択します。 

3. [Enterprise Source Code License Program (エンター

プライズ ソース コード ライセンス プログラム)]

をクリックします。ソフトウェア アシュアランス

特典の詳細ページが表示されます。 

4. エンタープライズ ソース コード ライセンス プ

ログラム特典を管理する「ライセンス ID」をクリ

ックします。特典の要約が別ページに表示されます。 

5. [エンタープライズ ソース コード ライセンス プ

ログラム]を選択します。この特典の利用に関する

詳細が記載されたページに移動します。  

 

 

 

年額払い 

この特典を利用すると、ライセンスとソフトウェア アシュアランスの支払いを、3 年間の均等な分割払いに

することができます。 

この特典の有効化に、追加の手順は必要ありません。
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手順 4: ソフトウェア アシュアランスを最大限に活用するためのア

イデアとヒント 

ソフトウェア アシュアランスの計画を立て、このサービスを最大限に活用するためのヒントについては、ソ

フトウェア アシュアランスの Web サイト (http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/) 

を参照してください。 

VLSC のヘルプ 

ボリューム ライセンス サービス センターの使用

に関して質問がある場合やヘルプが必要な場合は、

[ヘルプ]メニューをクリックすると、VLSC のご利用

に関する詳細、FAQ、サポート センターへの連絡先

情報を確認できます。 

お問い合わせ先

ボリューム ライセンス サービス センターのご利用に関してご不明な点がありましたら、下記までお問い合

わせください。 

日本のサポート センター情報 

電子メール アドレス：vlservj@microsoft.com 

   サポート Web フォーム 

電話番号：  0120-737-565 

   03-4332-5349 

受付時間：  9:00 ～ 17:30 (土日祝日、弊社指定休業日を除く) 

その他の地域のお客様は「ヘルプ」ページにて、最寄りのサポート情報をご確認ください：

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Help/Contact.aspx  

※ 最初にお客様がお住まいの国または地域を世界地図上でクリックしてください。次にドロップダウン リス

トの一覧から国を選択すると、右側に該当するサポート センターの情報が表示されます。 

 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/
mailto:vlservj@microsoft.com
https://support.microsoft.com/contactus/emailcontact.aspx?scid=sw;ja;1712&w
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Help/Contact.aspx
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付録 

従業員様向けサイトの利用方法 

自宅使用プログラム サイトの利用方法 

自宅使用プログラムの入手手順 

従業員の方は下記の方法で、自宅使用プログラムが入手できます。 

1. 自宅使用プログラム サイト

(http://www.microsofthup.com/hupjp) へアクセ

スします。 

2. 特典管理者から通知されたプログラム コードお

よび社内で利用している電子メール アドレスを

入力してサインインします。[送信]をクリックし

ます。 

3. 認証プロセスが成功すると、認証画面が表示され

ます。 

4. サインインの際に入力したメール アドレスに

「マイクロソフト 自宅使用プログラム 登録完

了のご案内」の通知メールが送られます。 

5. このメールに記載されている[今すぐ購入する]を

クリックすると、自宅使用プログラム サイトに

アクセスできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsofthup.com/hupjp
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6. 自宅使用プログラムのサイトに入ると、まず「製

品情報」のページが表示されます。表示された

ページより、製品を選び[カートに追加]をクリッ

クします。 

 

7. 右上のショッピング カートには追加された商

品数が表示されますので[次に進む]をクリック

してください。 

8. 前画面で選択した製品名、数量、価格がショッ

ピングカート ページに表示されます。 

9. バックアップ DVD の追加、また言語パックの

追加も可能です。問題なければ、[次に進む]をク

リックします。 

 

10. 請求情報の入力画面が表示されます。 

11. 本プログラムの製品をご購入される従業員の方

の請求先情報を入力します。 

‘*’フィールドは必須入力項目になります。 

「支払情報」には、実際にご購入いただく従業員

の方の決済情報を入力いただきます。 

12. [注文情報の確認]をクリックします。 

 

 

 

 

 

「Office Professional Plus 2013」(Windows 版)と「Office 

for Mac 2011」が両方表示されていても、従業員様は、

いずれか一つのみしか購入できません。また、言語も「英

語版」か「日本語版」かも必ずご確認ください。ご購入

の際は、製品をお間違えないようにご注意ください。 
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13. 選択製品、金額、請求先住所などを最終的に確認

してください。もし、間違った情報が指定されて

いる場合は、[変更]をクリックして情報を変更し

てください。 

14. 最後にこの注文の確定処理に対し、使用条件をお

読みになっていただき、同意いただける場合、チ

ェックボックスをオンにして、[購入の完了]をク

リックしてください。 

 

15. 購入完了後に、注文番号、プロダクト キー情報

が画面に表示されます。後に送られてくる、確認

書メールにも記載されています。 

16. [ダウンロード]ボタンをクリックし、ダウンロー

ドをはじめてください。 

17. サインインの際に入力したメール アドレスに、

確認書のメールが届きます。メール内にはダウン

ロード リンクが記載されており、そのリンクか

ら最大 2 回インストールが可能です。（従業員

様の自宅用 PC、携帯用デバイス） 

18. メディア購入方法にて、ダウンロード形式＋バッ

クアップ メディアをご希望された場合、バック

アップ メディアの配送に関しては、シンガポー

ルより国際宅急便にて送付いたします。 

※ お届けには 2 ～ 3 週間かかります。 
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19. 自宅使用プログラムのサイトの[注文履歴]から、

購入完了ページを開き、購入製品のプロダクト 

キーを確認、ダウンロード リンクをご利用いた

だけます。 

 

 

自宅使用プログラム Web サイトより Office プラットフォームを変更 (Office for Mac 2011 から 

Office Professional Plus 2013) する方法 

1. ご希望のお客様はソフトウェア アシュアランス管理者へプラットフォーム変更をご依頼いただきます。 

2. 依頼担当者は使用希望者の業務用電子メール アドレスとプログラム コードを記載して

hupbulk@digitalriver.com (日本語対応可) へ電子メールにて申請ください。 

3. リクエストが受領されますと通常 72 時間以内に手続きが完了され、手続き完了の電子メールを返信させ

ていただきます。 

4. 手続き完了の電子メールを受け取りましたら使用希望者の方が各自、サイトにて Office Professional Plus 

2013 購入が可能となります。 

 

ご利用の際は以下の点にご注意ください。 

 Mac から Windows へプラットフォームを変更するお客様は Office for Mac の次期バージョンを購入することがで

きません。（Office for Mac 次期バージョンのリリース時期は未定です） 

 現時点では Office for Mac 2011 をご利用のお客様のみプラットフォーム変更をすることが可能です。 

 Windows プラットフォームのご利用に際し Office for Mac 2011 はアンインストールが必要になります。 

 プラットフォームへ変更は一回のみ有効となり、変更後は再び元のプラットフォームへ戻すことはできません。 

 

mailto:hupbulk@digitalriver.com
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自宅使用プログラムで入手した Office 2013 のインストール (クイック実行) 方法 

入手したソフトウェアは以下の方法でインストールできます。 

 

1. 「ありがとうございます」ページの[ダウンロー

ド]ボタンまたは「ご購入完了メール」のダウン

ロード リンクをクリックします。 

2. 画面下部に[実行]、[保存]、[キャンセル]ボタンが

ついたポップアップ ウィンドウが表示されます

ので[実行]をクリックします。 

 

3. 「ユーザー アカウント制御」のポップアップ画

面が表示された場合は、[はい]をクリックします。 

4. クイック実行インストーラーが起動し、ダウンロ

ードが開始されます。ダウンロードの進行状況は

画面に表示されます。 

 

ソフトウェアをダウンロードする前に以下をご確認ください。 

 Office 2013 製品は Windows 8.1、Windows 8 および Windows 7 のみでサポートされています。Windows Vista 

や Windows XP では正常に動作しない可能性がありますのでご注意ください。 

 Office 2013 製品のインストールおよびライセンス認証にはインターネット接続が必要となります。 

 Office 2013 の最小システム要件は自宅使用プログラム サイトの「よくある質問」ページ

(http://www.microsofthup.com/hupjp/faq.aspx?culture=ja-JP) を参照してください。 

 製品を再度ダウンロードする場合は、自宅使用プログラム サイトの「マイ アカウント」

(https://www.microsofthup.com/hupjp/myaccountlogon.aspx?culture=ja-JP ) にアクセスしてください。 

 

 

 

 

http://www.microsofthup.com/hupjp/faq.aspx?culture=ja-JP
https://www.microsofthup.com/hupjp/myaccountlogon.aspx?culture=ja-JP
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5. 「ようこそ」画面が表示されたら[次へ]ボタンを

クリックします。 

 

6. [使用許諾書を読む]リンクをクリックして使用許

諾書を確認し、[同意する]ボタンをクリックしま

す。 

 

7. 「Office ライセンス認証」のポップアップ画面が

表示された場合、Microsoft アカウント (旧 

Windows Live ID) をお持ちの方は電子メール ア

ドレスを入力して[次へ]をクリックします。 

※ Microsoft アカウントへのサインインは必須ではあり

ません。 

 

Microsoft アカウントをお持ちでない方もしく

は登録を行わない方は[X]ボタンで画面を閉じて

ください。 
 

Microsoft アカウントを登録すると、Office プログラム

から OneDrive に直接ファイルをアップロードできる

ようになります。 

新規に Microsoft アカウントを作成する場合は 

http://mirosoft.com/ja-jp/msaccount/signup/default.as

px を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

http://mirosoft.com/ja-jp/msaccount/signup/default.aspx
http://mirosoft.com/ja-jp/msaccount/signup/default.aspx
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8. インストール中、新しい Office の機能説明ビデ

オが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ビデオが終了し、Microsoft アカウントへのサイ

ンイン画面が再度表示された場合、サインインを

行う方はアカウントを入力してください。 

※ Microsoft アカウントへのサインインは必須ではあり

ません。 

OneDrive の紹介画面が表示されますので[次へ]

ボタンをクリックします。 

すでに Microsoft アカウントにサインインして

いる場合は以下の画面が表示されます。

 

10. Office 製品の背景をカスタマイズする画面が表

示されますので、お好みの背景を選択して[次へ]

ボタンをクリックしてください。 

※ この設定は後から変更できます。 

この間も Office 製品のインストールはバックグ

ラウンドで継続されます。 

  

11. 右の画面が表示されるとバックグラウンドで 

Office 製品をインストールしながら Office 製

品の使用を開始できます。進行状況は画面下部の

バーで確認できます。 

インストール中はインターネットに接続したま

まにしてください。 
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12. インストールが完了すると「準備が整いました。」

とメッセージが表示されますので、[完了]ボタン

をクリックします。 

これでインストールは完了です。 
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