
ホスティング事業やサービス プロバイダー事業を行っているパートナー様に特化したビジネス支援プログラムです (登録費用無料)。Windows をベース
とした クラウド サービス、Web ホスティング、アプリケーション ホスティングや管理サービスなどのビジネス拡大に必要や情報やセミナーの提供を通
して、御社のプラットフォームの構築や展開、新規顧客の開拓をサポートします。

マイクロソフト製品の販売、開発や構築などのビジ
ネス展開を行っている法人様向け の IT ビジネス支援
プログラムです。
ご登録いただくだけで、販売やマーケティング支
援、エンジニア育成、技術サポートなど、さまざま
な特典をご利用いただけます。
御社との協業レベルに応じて、より手厚い特典が提
供されます。

SPLA ご契約前に、ご登録ください
SPLAのご導入にあたって、下記へのご登録が必要となります。事前にご登録ください。
サイトから簡単にご登録いただけます。登録料は無料です。

2 種類のライセンス形態から毎月選択できます。

メンバーシップと主な特典

●SPLA で購入できる主な製品

●マイクロソフト パートナー ネットワーク　https://partner.microsoft.com/Japan/partner
●Microsoft ホスティング コミュニティ　　  https://partner.microsoft.com/Japan/program/competencies/40057328

マイクロソフトのパートナー 支援プログラムをご紹介します
マイクロソフトでは、多彩なプログラムでパートナー企業様のビジネスを支援しています。
各サイトからご登録いただけます。ぜひご活用ください。登録料は無料です。

ユーザー数だけライセンスを取得
サブスクライバー アクセス ライセンス (SAL)

CPU 数だけライセンスを取得
プロセッサ ライセンス (PL)

マイクロソフト パートナー ネットワーク　
https://partner.microsoft.com/Japan/partner

Microsoft Platform Ready for Hosters (MPR-H)　http://hosters.microsoftplatformready.com/jp/home.aspx

Microsoft® Dynamics® CRM®

Microsoft® Exchange Server

SPLA ライセンスの使用条件
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Microsoft® Office
Microsoft® SharePoint® Server

Microsoft® Lync
Microsoft® Visual Studio

Microsoft® Windows Server®

Microsoft® System Center
Microsoft® SQL Server®

Microsoft® Forefront® 

SPLA のより詳しい情報はこちらをご覧ください。
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-options/spla-program.aspx
©2011 Microsoft Corporation. All rights reserved.  ●Microsoft、Dynamics、Forefront、Outlook、SQL Server、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation および / または
その関連会社の商標です。●その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または、登録商標です。●このカタログの内容は、2011 年 12 月現在のものです。

■マイクロソフト パートナー コールセンター　0120-70-8153
　(受付時間：9:30～ 12:00、13:00～ 19:00 ※土日祝日、弊社定休業日を除きます )
　※携帯電話からでもご利用いただけます。※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

ご不明点につきましては、下記までご連絡ください。

■インターネット ホームページ　 http://www.microsoft.com/ja-jp/default.aspx

製品に関するお問合せは、次のインフォメーションをご利用ください。

■ SPLA  取扱い流通会社 
　http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-options/splar.aspx

SPLA ご購入のお問合せ先は

Gold
コンピテンシー

すべての企業様に、最適なレベルの
支援プログラムをご用意しています

Silver
コンピテンシー

サブスクリプションコミュニティ

インセンティブ プログラム など

案件創出セミナー実施支援 など

商談相談窓口
社内使用ライセンス など

各種トレーニング、セミナー
オンライン技術サポート
オンラインマーケティング支援 (Pinpoint) など

パートナー ネットワーク メンバー

すべてのパートナー企業様に

ホスティング サービス事業者様に

サービスプロバイダー向け

Microsoft® Services Provider License Agreement

クラウド ビジネスのための
ライセンス

プラット
フォーム
提　供

コンテンツ
配　信

E C

IaaS

PaaS

DaaS

クラウド
システム開発

SaaS ASPSNS

ホスティング
ビジネス

営業会社
デモン

ストレーション

ゲーム SIer

マイクロソフト製品を使用した



*SPLA は、Microsoft® Services Provider License Agreement の略称です。

ISV、SIに
使いやすい

導入時にライセンスを一括購入する必要はありません。翌月１０日までに発注
する月額従量制です。大幅に初期投資金額を抑えることができます。

すぐに試せる、試してもらえる
無料で試せるトライアル期間をご用意しました。

初期投資が大幅に抑えられる
１ か月ごとに増減できる月額従量制です。

いつでも最新バージョンが使える
新バージョンのリリース後、すぐにサービスの
企画、検討、開発が可能です。
常に最新バージョンでサービスを提供することができます。
また、旧バージョンにも対応しています。

ホスティングでご利用のケース

ASP でご利用のケース

コンテンツ・ビジネスでご利用のケース

ソフトウェア開発でご利用のケース

不特定多数のエンドユーザーの
ライセンスをカバー。

外部のプログラム会社、販売会社、および
エンドユーザーへのサービス提供に対応。

外部データ センターを利用した
サービス提供にも対応。

外部データ センター、販売会社、および
エンドユーザーへのサービス提供に対応。

エンドユーザーの
ライセンス購入手続不要

こんなケースで
ご活用いただけます

マイクロソフト製品を
月額サービス化
月額利用できる

サービス プロバイダーのための
ライセンス ソリューションです

SPLA＊
とは…

スプラ

すぐに試せる
無料で試せるトライアル期間をご用意しました。1

導入時にライセンスを一括購入する必要はありません。翌月１０日までに発注

初期投資が大幅に抑えられる
１2

いつでも最新バージョンが使える
新バージョンのリリース後、すぐにサービスの
企画、検討、開発が可能です。

3

たとえば

マイクロソフトのライセンス製品をエンドユーザー（サービス利用者）
にサービスとして提供する前に、最大 90 日間、内部でテストし評価
していただけます。

サービス
企画時に

最大 90 日間のテスト期間

営業用に

最大 50 ユーザー分のライセンスをデモンストレーションの目的で無料
でお使いいただけます。

最大 50 ユーザー分の
デモンストレーション用ライセンス

サービスの
リリース後は

サーバーの管理および保守スタッフとして、データ センターごとに、
貴社および貴社のアウトソーシング先のスタッフを含めて、最大 20 名
分まで、サーバーにアクセスし使用する権限を発行いたします。

最大 20 ユーザー分の
保守、管理用ライセンス

見込顧客に
最大 60 日間のトライアル期間
貴社のサービスをライセンス料金無料で、最大 60 日間トライアル期間
としてエンドユーザー（サービス利用者）に提供していただけます。

1 月 2 月 3 月例

使用分使用分

ご発注ご発注 ご発注ご発注

使用分使用分

ご発注ご発注ご発注ご発注

SPLAご契約* サービス リリース
ユーザー企業の
サービス利用契約

マイクロソフト パートナー ネットワーク、
Hosting Community へのご登録

サービス提供までの流れ

保守 管理スタッフ

20人分
無償

ライセンスは
受注状況に応じて

従量課金

*SPLAの契約期間は3 年間です

（３年後*）
  SPLA契約更新

調査、企画 製品評価、システム開発
サービス提供開始
営業、デモンストレーション トライアル期間

最大
50 ユーザーまで

デモ用ID無償

製品評価
最大 3 か月

無償

ユーザー企業の
トライアル期間

最大60 日間
無償

ホスティング事業主
アウトソーシング
サーバー運用

プラットフォーム利用
エンドユーザー
（サービス利用者）

マイクロソフト

サービス（ライセンス）提供

SPLA

ASP事業主
ASP SaaS

プログラム開発者

販売会社

エンドユーザー
（サービス利用者）マイクロソフト

サービス（ライセンス）提供

SPLA

データセンター

販売会社

エンドユーザー
（サービス利用者）

マイクロソフト

サービス（ライセンス）提供

SPLA

コンテンツ ビジネス事業主
SNS　ゲーム配信

動画ストリーミング配信
各種コンテンツ配信　EC

データセンター

マイクロソフト

サービス（ライセンス）提供

SPLA

ISV、SIer
クラウドシステム開発
コミュニケーションインフラ開発

エンドユーザー
（サービス利用者）
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