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Skype for Business ＆ Exchange導入計画サービスでは、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド

など、環境を問わない体系的なコンサルティング サービスを提供します。お客様の環境を評価し、

導入効果を明確化することにより、Microsoft Skype for Businessまたは、Microsoft Exchange の

導入を支援いたします。 

Skype for Business および Exchange 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 アシュアランスをご契約のお客様は、Skype for Business 

または Exchange のスムーズな導入、移行、アップグレードを計画する際に、Skype for Business ＆ Exchange 

導入計画サービス (S&EDPS) をご利用いただけます。最新技術の使用適性の評価、および組織全体の生産性向上を

支援することを目的に設計されたこれらの体系的なコンサルティング サービスは、お客様の独自のニーズに合わせ

てカスタマイズ可能であり、認定パートナーまたは Microsoft Services によって提供されます。 

自社にとって最適なサービスを選択する 

Skype for Business & Exchange 導入計画サービスは体系的な計画サービスであり、お客様による Microsoft Skype for 

Business および/または Exchange  の導入、アップグレード、移行の計画作成を支援します。 

 Office 365 FastTrack 計画サービス: マイクロソフトの認定パートナーと協力して、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 の機能がどのように役立つかを評価します。

計画サービスでは、1 日間または 3 日間の戦略構想化セッション、または推奨事項のガイダンス、明確に定義さ

れた今後の手順を含む ５日間または 10 日間または、15 日間の綿密な実施計画と評価計画の作成支援サービスを

ご利用いただけます 

 Exchange の導入計画: IT インフラストラクチャに対するお客様のニーズ、機会、目標を評価し、最新バージョ

ンの Exchange Server または Exchange Online 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。このサービスでは、エキスパートとお客様が共同でビジョンと計画の策

定プロセスを進めながら、お客様のビジネス目標を達成するための明確な実装計画を作成すると共に、

ネスにどのように役立つかを評価します。  

 Skype for Business の導入計画: お客様とマイクロソフトの認定パートナーが協力して、Skype for Business ソリ

ューションの導入効果を明確化し、お客様固有のニーズに合った導入計画を策定します。この 1 日間、3 日間、5 

日間、10 日間、または 15 日間のサービスでは、Skype for Business のビジネスおよび技術的な側面に焦点を当て、

お客様のビジネス目標を達成するための大まかな実装計画を固めます。お客様のインフラストラクチャに Skype 

for Business ソリューションを導入する準備ができているかどうかを確認するために、導入計画サービスの一環

としてネットワーク帯域幅計画の評価を実施することもできます。 

S&EDPS のメリット 

 お客様のニーズに合わせて、Skype for Business および / また

は Exchange Online またはオンプレミス ソリューションの大ま

かな導入計画を策定します。 

 お客様の環境への Skype for Business および Exchange の適合

状況を確認します。 

 新しい機能と拡張設定をお試しいただけます。 

 Exchange Online および Skype for Business Online の動作確

認が可能です。 

 セキュリティとコンプライアンスのニーズに EOP & DLP で対応

できます。 

  5 日間サービスのスケジュール例  

 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 Exchange または Skype for 

Business の最新リ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。 
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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。 

計画サービスの日数を利用する 

計画サービスは 1 日間、3 日間、5 日間、10 日間、15 日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最も適したコンポー

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) 内で利用券の発行と有効化の手順を直接実行します。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。 

 MPSA をご利用のお客様は、Microsoft Business Center にて確認いただけます。 

 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 7 つのサービスがあり、それぞれ、

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)、

Skype for Business & Exchange 導入計画サービス、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、

SQL Server 導入計画サービスとなります。 

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 アシュアランスの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 センターにまたは、

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 

  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://licensing.microsoft.com/Customer/
http://download.microsoft.com/download/3/1/2/3123E511-FF3E-4D06-8990-6D6722E05689/VLSC_Software_Assurance_Guide_JP_0215.pdf
http://download.microsoft.com/download/3/1/2/3123E511-FF3E-4D06-8990-6D6722E05689/VLSC_Software_Assurance_Guide_JP_0215.pdf
https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/existing-customer/vlsc-training-and-resources.aspx#tab=2
https://licensing.microsoft.com/Customer/
http://directory.partners.extranet.microsoft.com/psbproviders
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-programs/software-assurance-planning-services-overview.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/software-assurance-default.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/software-assurance-default.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
http://mla.microsoft.com/default.aspx?language=Japanese&country=JP
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/product-licensing/products.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing
https://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-programs/software-assurance-default.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/software-assurance-planning-services-overview.aspx
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