ソフトウェア アシュアランスの導入計画サービス
価値を理解して、ソリューションを計画
ソフトウェア アシュアランスの計画サービスでは、専門家をお客様のもとに派遣し、次期マイクロソフト テクノロジの導入計画
の策定を支援します。導入計画コンサルタントのアドバイスを受けながら、オンプレミス、クラウド、ハイブリッド環境に一連の
マイクロソフト ソリューションを導入するための最適な方法を検討していただけます。計画サービスでは柔軟なサービス形態を選
ぶことができ、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた計画によって導入を効率化します。計画サービスの内容は以下のと
おりです。


お客様に合わせてカスタマイズされた導入、アップグレード、移行計画の策定に関してサポートを提供する。



派遣される専門家のサポートを基に、導入に関する疑問点や懸念事項を解消する。



詳細な技術計画セッションを通じて、マイクロソフトの製品やサービスがお客様の環境にどのように適合するかを理解する。



IT 環境の評価、従業員のニーズ、ビジネス要件に基づいてカスタムの導入計画を策定する。



お客様の社内の専門知識を拡張し、マイクロソフトのベスト プラクティスを取り入れることで、リスクの軽減と導入コストの
削減を図る。



計画を強化する概念実証やパイロット導入により、カスタムの導入計画およびソリューションの価値を実証する。

導入を成功させるための計画と準備
ソフトウェア アシュアランスの計画サービスでは、計画サービスの認定パートナーまたは Microsoft Services から派遣されるスペ
シャリストの支援を受けることができます。体系的なサービスを通じて、マイクロソフトの製品やサービスがお客様の組織にどの
ように役立つかを評価し、お客様固有のニーズに基づいて、導入に関する主な疑問点や懸念事項を解消していただけます。計画サ
ービスの認定パートナーはお客様と協力し、お客様の優先事項に基づいて特定のコンポーネントを構築すると共に、以下のサービ
スにおける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します。
デスクトップ導入計画サービス (Office、Windows)

SQL Server 導入計画サービス

専門知識を活用してデスクトップ導入の疑問点を解消し、

SQL Server の導入またはアップグレードの計画策定を支援します。

Windows および Office の導入またはアップグレードに関してサ

o SQL Server のアップグレード o SQL Server Business

ポートを提供します。

Intelligence の導入 o SQL Server への移行

o Office 365 FastTrack 計画サービス o Office および Windows
Enterprise の概念実証 o Office および Windows の導入計画 o

プライベート クラウド、管理、仮想化導入計画サービス

モバイル生産性の導入計画

リスクを伴わない評価と計画を通じて、データセンターを最適
化できます。

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

o Windows Server のアップグレード o VMWare から Hyper-V

オンプレミス、ハイブリッド、クラウド環境への Exchange また

への移行 o 管理と仮想化の導入促進 o Enterprise Mobility の

は Skype for Business の導入計画の作成を支援します。

実装

o Office 365 FastTrack 計画サービス o Skype for Business の導入
計画 o Exchange の導入計画

SharePoint 導入計画サービス
SharePoint または SharePoint Online の効果的な導入/移行計画
を作成し、企業のソーシャル戦略を策定します。
o Office 365 FastTrack 計画サービス o SharePoint の導入計画 o
Project およびポートフォリオ管理 (PPM) ソリューションの計画

Dynamics 導入計画サービス
専門家によるアドバイスを受けながら、Microsoft Dynamics CRM
の実装またはアップグレード、Dynamics CRM Online への移行、
Microsoft Dynamics AX の実装を行えます。
o Microsoft Dynamics AX の実装 o Microsoft Dynamics CRM の実
装 o Microsoft Dynamics CRM のアップグレード o Microsoft
Dynamics CRM Online への移行

パブリック クラウド、Microsoft Azure 導入計画サービス
Microsoft Azure を使用したアプリケーションの開発、テスト、
展開、管理について、専門家によるアドバイスを受けることが
できます
o Microsoft Azure Storage の有効化 o Microsoft Azure インフ
ラストラクチャ サービスへのアプリケーションの移行 o
Microsoft Azure Virtual Machines を使用した開発およびテスト
シナリオの実装 o Enterprise Mobility の実装 o Operations
Management Suite の実装

開発環境導入計画サービス
分析とプロセス中心のアプローチにより、Visual Studio の導入計
画策定を支援します。
o Team Foundation Server の導入計画 o Visual Studio アジャイル
導入評価 o Visual Studio 品質ツール導入評価 o Visual Studio 開
発運用導入評価

ソフトウェア アシュアランスの計画サービス
クラウドの柔軟な活用
計画サービスでは、Office 365 や Microsoft Azure、マイクロソフトの進化したプライベート クラウド ソリューションを利用する
ことで、オンプレミス、クラウド、ハイブリッドの環境を問わず、お客様の導入計画を支援します。


Office 365 FastTrack 計画サービス: デスクトップ、SharePoint、Skype for Business & Exchange の各導入計画サービスで提供
され、SharePoint Online、Skype for Business Online、Exchange Online を含む Office 365 の導入について理解を深めていただ
けます。3 日間または 10 日間の体系的なサービスを通じて、Office 365 のエンタープライズ機能の評価、導入準備状況の確
認、効果的なクラウド移行計画の策定を支援します。



Exchange 導入計画サービス、SharePoint 導入計画サービス、Skype for Business 導入計画サービス: 最新のマイクロソフト
の製品やソリューションを使用したオンプレミス、クラウド、ハイブリッド環境における今後の導入、アップグレード、移行
の計画策定を支援します。



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 Hyper-V および System Center 上に構築するプラ
イベート クラウド ソリューションの計画策定を支援し、俊敏性の向上、コストの削減、データセンター インフラストラクチ
ャの最適化を図ります。



パブリック クラウド、Microsoft Azure 導入計画サービス: Microsoft Azure を使用して、アプリケーションを開発、テスト、
展開、管理する方法についてアドバイスを受けることができます。



SQL Server 導入計画サービス、開発環境導入計画サービス: オンプレミスに配置するか、プライベートまたはパブリック ク
ラウド ソリューションに接続する SQL Server ソリューションの導入についてアドバイスを受けることができます。

計画サービスの日数を利用する
計画サービスは 1 日間、3 日間、5 日間、10 日間、15 日間の契約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。一部のサービス オプションには、計画を強化する概念実証やパイロット導入が含まれます。サービス
の日数はあらかじめ規定されている場合があります。パートナーと連携したうえで、お客様の目標に合ったサービスの種類と期間
をお選びください。
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。

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 サービス センターまたは
認することができます。



特典の見積もりについては、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。



詳細な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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