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デスクトップ導入計画サービス (DDPS) では、マイクロソフト認定パートナーによる体系
的なコンサルティング サービスを提供します。これにより、お客様は Microsoft Office お
よび Windows の導入計画を策定し、疑問点を解消して、テクノロジ投資から利益を最大
限に引き出せるようになります。
Office および Windows の導入を計画
マイクロソフト ボリューム ライセンスのソフトウェア アシュアランス特典でご利用いただける DDPS では、IT 管理
者が必要とする高度な制御、管理性、セキュリティを提供しながら、Microsoft Office、Windows、モビリティ ソリュ
ーションのスムーズな導入と組織全体の生産性向上を支援します。計画サービスは、お客様が抱える固有のニーズに
合わせて最適化された体系的なサービスです。専門知識と実績を持つ認定パートナーまたは Microsoft Services が最
先端の手法、プロセス、ツールを導入し、オンプレミス、クラウド、ハイブリッドの環境を問わず、お客様による次
期デスクトップ導入の計画策定を支援します。

自社にとって最適なサービスを選択する
デスクトップ導入計画サービスでは、お客様の既存環境に応じた導入計画または移行計画を作成します。
 Office 365 FastTrack 計画サービス
Office 365 ソリューションの導入効果を明確化し、お客様のビジネス目標の達成に Office 365 がどのように役立
つかを評価するために、マイクロソフトの認定パートナーがお客様をサポートします。1 日間または 3 日間の戦
略構想化セッション、または推奨事項についての助言と明確な今後の作業予定の提示を含む 5 日間、10 日間、15
日間の綿密な準備と評価のセッションをご利用いただけます。
 Windows および Office Enterprise の概念実証
Windows と Office をベースにした最先端のビジネス デスクトップの導入に必要なコア機能を評価するために、
認定エキスパートがお客様に合わせた包括的なコンサルティング サービスを提供します。サービス期間は 1 日間、
3 日間、5 日間、10 日間、15 日間からお選びいただけます。このサービスは Windows 10 および Office 2016 に
最適化されており、要件収集ワークショップを通じてお客様のニーズと必要な機能を特定し、ビジネスの目標に
沿ってビジョンと作業範囲の文書化を行います。

 Windows および Office の導入計画
Office または Windows の導入、アップグレード、移行の計画を迅速かつ効率的に策定できるように支援する、カ
スタマイズ可能なサービスです。サービス期間は 1 日間、3 日間、5 日間、10 日間、15 日間からお選びいただけ
ます。このサービスは Windows 10 および Office 2016 に最適化されており、パートナーの協力を得ながら、次期
バージョンの Windows および Office の導入についてアーキテクチャと運用の面から理解を深めると共に、各製
品の新機能に慣れ親しむことができます。

 モバイル生産性の導入計画
従業員のモバイル デバイスで Office アプリケーションを利用できるようにすることでビジネスにどのような生産
性メリットがもたらされるかを明らかにします。1 日間または 3 日間のサービスでは、アドインの価値をわかり
やすく示すデモ環境が構築されるほか、お客様の懸念事項を解消する技術ワークショップが行われます。5 日間、
10 日間、15 日間のサービスには、お客様向けの概念実証ソリューションが含まれます。
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クラウドの柔軟な活用
お客様にとって、クラウド コンピューティングの導入は喫緊の課題でしょうか。あるいは将来的な検討事項でし
ょうか。オンライン環境への完全移行を計画している場合でも、段階的な移行を計画している場合でも、計画サ
ービスのパートナーが Office 365 導入における選択肢と実践的な導入事情についてお客様の調査活動を支援しま
す。Office 365 FastTrack 計画サービスでは、パートナーと共に、お客様による Office 365 のエンタープライズ機
能の評価、既存環境の調査、およびニーズに合った移行計画の設計を行います。

デスクトップ導入計画サービス
DDPS のメリット

5 日間サービスのスケジュール例

 デスクトップ導入の疑問点を解消し、お客様の Office

 実施前: お客様が契約前のアンケートに記入して返送します。
 1 日目: コンサルタントが Office および Windows の最新リ

および Windows への投資の価値を確認できます。
 現在の導入計画を検証し、改善できます。
 体系的な Office 365 FastTrack 計画サービスおよび

Windows 概念実証を通じて、デスクトップ導入を事前
に検証できます。
 お客様のニーズに合ったカスタムの導入計画や移行計画

リースの利点を説明します。

 2 ～ 3 日目: コンサルタントがお客様の技術担当者にインタ
ビューします。

 4 日目: コンサルタントがインタビューの結果をまとめます。
 5 日目: コンサルタントが最終的な導入計画を提案します。

を策定できます。



計画サービスの日数を利用する
計画サービスは 1 日、3 日、5 日、10 日、15 日の期間で提供される体系的なコンサルティング サービスで、お客様
と共同で作業が進められます。サービス期間が長いほどそのテクノロジについて詳しく検討することができ、より詳
細な分析結果と導入計画が提供されます。認定パートナーは、お客様が組織のニーズに合ったコンポーネントを選択
できるように、お客様と協力して取り組みを行います。また、サービスで実施可能な作業範囲についてお客様に正し
く理解していただけるように説明を行います。
マイクロソフト ボリューム ライセンスのソフトウェア アシュアランスをご契約のお客様には、ライセンス契約に基
づいた日数の計画サービスが提供されます。計画サービスの日数を確認するには、マイクロソフト ボリューム ライ
センス サービス センター (VLSC) で利用券の発行と有効化の手順を実行します。また、マイクロソフト製品/サービス
契約 (MPSA) をご利用のお客様は、Microsoft Business Center にアクセスして特典を確認できます。
 利用できる計画サービスの確認とサービスの利用に関する詳細な手順については、
「VLSC ソフトウェア アシュア
ランス ガイド」を参照するか、ソフトウェア アシュアランス特典の管理方法の解説動画で確認してください。
 マイクロソフト製品/サービス契約 (MPSA) のお客様は、Microsoft Business Center にアクセスしてください。
 認定パートナーを探すには、計画サービスの認定パートナー ディレクトリ (英語) にアクセスするか、マイクロソ
フトの担当者にお問い合わせください。
計画サービスには、マイクロソフト テクノロジの導入計画の策定を支援する 8 つのサービスがあり、「デスクトップ
導入計画サービス (Office/Office 365、Windows)」
、「開発環境導入計画サービス (Visual Studio)、
「Dynamics 導入計画
サービス (Dynamics CRM、Dynamics CRM Online、Dynamics AX)」
「プライベート クラウド、管理、仮想化導入計画
サービス (Windows Server)」
、「パブリック クラウド、Microsoft Azure 導入計画サービス」
、「SharePoint 導入計画サ
ービス」
、「Skype for Business & Exchange 導入計画サービス」、
「SQL Server 導入計画サービス」が提供されています。

関連情報
 計画サービスの詳細およびその他のソフトウェア アシュアランス特典の詳細については、ソフトウェア アシュ
アランスの概要ページを参照してください。


お客様のソフトウェア アシュアランス管理者は、マイクロソフト ボリューム ライセンス サービス センター

(VLSC) または、Microsoft Business Center（MPSAのお客様の場合）にアクセスして、お客様の現在のソフトウ
ェア アシュアランス特典を確認することができます。


使用できる特典の概算については、Microsoft License Advisor を使用するか、マイクロソフトの担当者にお問い
合わせください。



利用資格条件および現在の特典プログラムの規約については、マイクロソフト製品条項を参照してください。

重要情報へのリンク
 www.microsoft.com/ja-jp/licensing
 www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-programs/software-assurance-default.aspx
 www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/software-assurance-planning-services-overview.aspx
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