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※本内容は予告なく変更される場合があります。何卒ご了承ください。



学生や教員のみなさまの技術的な学習や教育、研究を
サポートする年間制のメンバーシッププログラムです。



すでにDreamSparkをご契約いただいている方へ

2013年8月1日より、教育機関向けボリュームライセンス、

および、ITA特典におけるDreamSpark適用ルールが一部変更になりました。

DreamSpark Premium
変更前：理工系の1つの学科や専攻、研究室単位でのお申し込み

変更後：理工系の1つの学部単位でのお申し込み
※ご希望に応じて学科や研究室単位でのお申込も受け付けております。

DreamSpark Standard
変更前：学科や専攻、研究室単位でのお申し込み

不特定多数が利用する共有コンピュータでの利用は不可

変更後：学校単位でのお申し込み

PCセンターやラボのような共有コンピュータでの利用も可能
※ご希望に応じて学科や研究室単位でのお申込も受け付けております。

新しいルールは、既にDreamSparkをご契約済のお客様にもご希望に応じて適用させていただきます。

変更を希望される場合は、DreamSpark事務局までお申し付けください。



教育機関向けボリュームライセンスを
ご契約いただいている方へ
2013年9月1日より、以下のライセンスご契約につき特典として提供される
DreamSparkの適用範囲が一部変更になりました。

変更前：上記ライセンスを1契約につき、DreamSpark Standard または
DreamSpark Premiumのどちらかをご提供。ただしDreamSpark Premiumは理
工系の学部に限る。

変更後：上記ライセンスを1契約につき、DreamSpark Standard を提供し、
理工系の学部があれば、DreamSpark Premiumを1つまで提供。

ボリュームライセンス契約範囲に複数校が存在する場合は、すべての学校にDreamSpark Standardを提供、
理工系の学部がある場合、それぞれの学校にDreamSpark Premiumを1つまで提供。

ボリュームライセンス
• 教育機関向け総合契約 (EES)
• オープン バリュー サブスクリプション

(教育機関向けソリューション : OVS)
• スクール アグリーメント (SA)

マイクロソフトITアカデミー

(ITA)
• ITA Advanced
• ボリュームライセンス（EES/OVS/SA）に
付与されたITA



DreamSpark のメリット

① マイクロソフトの開発ツールやサーバー製品を
学生個人は無料で、教育機関は10,500円から
ご利用できます。

② WindowsストアやXboxインディーズゲームの開
発者登録が無料になります。

③ ダウンロードした製品は卒業後も永続的に利用
できます。

※ 提供される製品はサブスクリプションによって異なります。



DreamSpark で習得できるITスキル



DreamSpark の種類

学生個人向けの年間制の無償メンバーシッププログラム

学習目的に、対象製品を個人のPCにインストールしてお使いいただけます

対象は高校生以上の学生です

教育機関向けの年間制の有償メンバーシッププログラム

教育目的に、対象製品を学生や教員、研究室のPCにインストールして

お使いいただけます

DreamSpark Standard と DreamSpark Premium の2種類があります



DreamSpark の対象製品
学生個人向け（無償） 教育機関向け（有償）

高校生以上の学生
すべての教育機関

（学校単位でご契約*）
理工系の学部

（学部単位でご契約*）

提供製品 | サブスクリプション DreamSpark
DreamSpark

Standard
DreamSpark

Premium

OS

Windows Client ○**

Windows Embedded ○ ○ ○

開発&デザインツール

Visual Studio Professional ○ ○ ○

Visual Studio Premium ○

Expression Studio ○ ○ ○

アプリケーション

Visio ○

Project ○

OneNote ○

サーバー

Windows Server ○ ○ ○

SQL Server ○ ○ ○

Biz Talk Server ○

SharePoint Server ○

* ご希望に応じて学科や研究室単位でのお申込も受け付けております。
** DreamSpark Premium で入手可能なWindows Client については、その他のソフトウェアとは別に使用制限がございます。
「Windows クライアント OS に関する注意点」をご参照ください。

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/jj901641#DSsub_03


DreamSpark の利用対象

学生個人向け（無償） 教育機関向け（有償）

高校生以上の学生
すべての教育機関

（学校単位でご契約*）
理工系の学部

（学部単位でご契約*）

DreamSpark
DreamSpark

Standard
DreamSpark

Premium

高等学校・専門学校・専修学校・
高等専門学校・大学の学生

初等中等教育機関
高等教育機関

高等教育機関の理工系学部

学生が契約 学校単位で契約 学部単位で契約

学生個人が使用しているPC
ご契約の学校に所属する学生・
教員・コンピュータラボのPC

ご契約の理工系学部に所属する
学生・教員・研究室のPC

初等中等教育機関：小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校

高等教育機関：大学、高等専門学校、専修学校、専門学校

高等教育機関の理工系の学部：自然科学、工業技術、工学、数学などの学部、またはそれに準ずる学部

理工系の学部の例は以下をご参照ください。
https://www.dreamspark.com/institution/STEM.aspx

* ご希望に応じて学科や研究室単位でのお申込も受け付けております。

https://www.dreamspark.com/institution/STEM.aspx


DreamSpark の申込方法

DreamSpark 学生個人向け
こちらのWebサイトから直接お申し込みいただけます

https://www.dreamspark.com/Student/Default.aspx

DreamSpark 教育機関向け
こちらのWebサイトから直接ご購入いただくか、大学生協にお問い合わせください

https://www.dreamspark.com/Institution/Subscription.aspx

DreamSpark

アカウント作成
学生認証 製品ダウンロード

サブスクリプション
のご確認

利用資格の
ご確認

ご登録
（ご購入）

製品ダウンロード
（またはDVD）

サブスクリプション お申込区分 新規 (税込価格) 更新 (税込価格)

DreamSpark Premium
DVD ￥ 123,900 ￥ 69,300

ダウンロード ￥ 50,400 ￥ 37,800

DreamSpark Standard
DVD ￥ 46,200 ￥ 46,200

ダウンロード ￥ 10,500 ￥ 10,500

https://www.dreamspark.com/Student/Default.aspx
http://www.univcoop.or.jp/
https://www.dreamspark.com/Institution/Subscription.aspx


DreamSpark ダウンロードのメリット

① 休日でも深夜でも、必要なときにすぐにインストールできます

② DreamSparkの利用者しかアクセスできないので安全です

③ 包括的に管理や配布ができるので、不正利用を防止できます

ELMS
Electronic License Management System



DreamSpark お問い合わせ先

学生個人向け（無償） 教育機関向け（有償）

高校生以上の学生
すべての教育機関

（学校単位でご契約）
理工系の学部

（学部単位でご契約）

DreamSpark
DreamSpark
Standard

DreamSpark
Premium

詳細はこちらをご覧ください
http://aka.ms/dsjp_student

ご登録はこちらからお願いします
https://www.dreamspark.com/Student/Default.aspx

詳細はこちらをご覧ください
http://aka.ms/dsjp_faculty

ご購入はこちらからお願いします
https://www.dreamspark.com/Institution/Subscription.aspx

DreamSpark 学生認証事務局
会員登録時の学生認証に関するご質問を受け付けています

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/hh769725

DreamSpark 教育機関向け事務局
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/cc987598

メールアドレス : dsjp@microsoft.com 
※回答するまで1週間程度いただく場合がございます。ご了承ください。

※製品固有の技術サポートが必用な場合は以下にご質問ください。

マイクロソフトサポートフォーラム
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/ja-JP/categories

TEL : 0120-750052
FAX : 0120-542422
受付時間 : 9:00～17:30 (⼟日祝日、弊社指定休業日を除きます)

DreamSpark のソフトウェア導入方法については、
こちらもご参照ください
https://www.dreamspark.com/institution/Software-Deployment-
Guide-ja-jp.pdf

http://aka.ms/dsjp_student
https://www.dreamspark.com/Student/Default.aspx
http://aka.ms/dsjp_faculty
https://www.dreamspark.com/Institution/Subscription.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/hh769725
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/cc987598
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/ja-JP/categories
https://www.dreamspark.com/institution/Software-Deployment-Guide-ja-jp.pdf


DreamSpark 学生個人向け 注意点

利用資格
正式認可を受けた教育機関（高校、高専、専門学校、大学）に登録されている学生

利用条件
DreamSparkで取得した製品は、会員の学生の個人PCのみにインストールいただけま
す。PCルームなどにおける共有PCでの使用や、インフラとしての使用、また商用で
の使用は固く禁じられています。一度インストールした製品は、学校を卒業後もご
利用いただけます。ただし、商用利用は固く禁じられています。

お申し込み方法
18歳以上でアプリを開発する可能性がある学生

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/jj822925

18歳未満の学生

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/hh779102

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/jj822925
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/hh779102


DreamSpark 教育機関向け 注意点

利用条件
• DreamSparkから提供される製品や技術は、教育・学術プロジェクト・非商業的
な研究にのみ使用できます。組織内のITインフラやIT管理には使用できません。

• 対象の学校に所属していても、単位または修了証を取得できる課程に登録して
いない学生は使用できません。

• DreamSpark Premiumは、ご契約の理工系学部に所属する学生や教員、またはそ
の学部に属する研究室のPCでの使用に限られます。

• DreamSpark Premium にて入手いただける Windows クライアント OS のご使用
についてはさらに制限がございますのでご注意ください。

DreamSpark Standard 利用ガイドライン
https://www.dreamspark.com/Institution/DS-Usage-Guidelines.aspx

DreamSpark Premium 利用ガイドライン
https://www.dreamspark.com/Institution/DSP-Usage-Guidelines.aspx

https://www.dreamspark.com/Institution/DS-Usage-Guidelines.aspx
https://www.dreamspark.com/Institution/DSP-Usage-Guidelines.aspx


Windows クライアント OS に関する注意点

DreamSpark Premium 経由で入手可能な、Windows クライアント OS イ
ンストールについては、他のソフトウェアに加えて以下の条件がございま
すので、ご注意ください。

• DreamSpark Premium の適用範囲内の学部または研究室が所有するPCで、物理的
にその学部または研究室で使用されるPCにのみインストール可能です。

• 使用用途は、1) 理工系 の授業や研究をするため、 2) 理工系の授業や研究に
係るソフトウェア プログラムを設計、開発、テスト、およびそのデモを行うた
めまたは、3) 理工系の授業や研究 に係る非商業的な研究をするためのみに限
られます。メールの確認やインターネットサーフィン、その他の業務などにそ
のPCが使われる可能性がある場合は、インストールいただけません。

• 上記の条件が満たされた上、Windows クライアント OS が有効なライセンスを
もってインストールされたPCであれば、学生個人のPCにアップデートとしてイ
ンストールいただくことは可能です。



教育機関向けボリュームライセンス
ご契約のお客さまへ

• ボリュームライセンス
• 教育機関向け総合契約 (EES)

• オープン バリュー サブスクリプション (OVS)

• スクール アグリーメント (SA)

• Microsoft IT アカデミー (ITA)

• ITA Advanced
• ボリュームライセンスに付与されたITA



DreamSpark の提供範囲

以下の教育機関向けライセンス1契約につき、DreamSpark Standardおよび
DreamSpark Premium が特典として無償で提供されます。

DreamSpark 特典対象
教育機関向けライセンス

適用範囲が1校の場合 適用範囲が複数校の場合

DreamSpark Standard DreamSpark Premium * DreamSpark Standard DreamSpark Premium*

ボリューム
ライセンス
（VL）

教育機関向け総合契約 (EES)

1サブスクリプション
全学に適用

1サブスクリプション
理工系1学部に適用

各学校に

1サブスクリプション
各学校の全学に適用

各学校に

1サブスクリプション
各学校の理工系

1学部に適用

オープン バリュー
サブスクリプション (OVS)

スクール アグリーメント (SA)

IT アカデ
ミー（ITA）

IT アカデミー Advanced
1サブスクリプション

全学に適用
1サブスクリプション
理工系1学部に適用

各学校に

1サブスクリプション
各学校の全学に適用

各学校に

1サブスクリプション
各学校の理工系

1学部に適用

IT アカデミー VL付加版
VL分として提供

ITA VL付加版
単独での提供は無し

VL分として提供

ITA VL付加版
単独での提供は無し

VL分として提供

ITA VL付加版
単独での提供は無し

VL分として提供

ITA VL付加版
単独での提供は無し

• VL/ITAとDreamSparkは別のプログラムです。
• VL/ITAの適用範囲がある学部のみに限定されている場合は、「VL/ITAの適用範囲が1校の場合」に適用されます。
• VL/ITAをご契約されても、DreamSparkは別途お申込いただく必要があります。つまりご利用期間もその申込時期によって異なってきます。

ただし、IT アカデミー Advanced をご契約の場合は、自動的にDreamSpark Standardの申込手続きが完了します。
• DreamSpark StandardとDreamSpark Premiumでお申込のプロセスが異なりますのでご注意ください。

*理工系の学部が無い場合は提供されません。



ボリュームライセンスからのお申し込み方法

① お申し込みの前に次の2点をご準備下さい
• ボリュームライセンスの契約番号

• ボリュームライセンスのウェルカムレターに記載されているDreamSparkプロモコード
（DreamSpark PremiumとDreamSpark Standardそれぞれ別のコードが記載されています）

② 次のWebサイトからお申し込み下さい
https://www.dreamspark.com/Institution/Subscription.aspx

注意事項
• DreamSparkは原則1年単位でのご契約となりますが、ボリュームライセンスの契約年数に

応じて、3年または5年単位でのご契約をご希望のお客様はDreamSpark事務局までお問合せ
ください。

• お申込いただいた後、対象かどうかの審査をさせていただきます。

• ご契約のVLで複数校カバーされている場合、原則ご契約者にてお申込ください。もし 各
学校に登録を任される場合は、ボリュームライセンスの契約番号、およびDreamSpark プ
ロモコードをお伝えいただくようにお願いします。

https://www.dreamspark.com/Institution/Subscription.aspx


ITアカデミーからのお申し込み方法

IT アカデミーのご契約とともにDreamSpark Standardの申込手続きが自動
的に完了いたします。そのため、DreamSpark Standardのみをご利用のお
客様はお申込手続きは不要です。

DreamSpark Premiumをご利用のお客様は、ITアカデミー事務局までお問合
せください。

マイクロソフト ITアカデミー サイト
http://www.microsoft.com/ja-jp/education/ita/partner.aspx

Microsoft IT Academy Program メンバーサイト ご利用ガイド
http://download.microsoft.com/download/3/F/3/3F304BCD-79D1-4CDC-B98D-
9DF4783FBFB8/ITA_Member_Site_Guide.pdf

ITアカデミー事務局 http://www.microsoft.com/ja-
jp/education/ita/partner.aspx#E4D

電話番号 0120-77-2057

受付時間
月～金曜日 9:00～17:30 (⼟日祝日、弊社指定休業日を除きま
す）

http://www.microsoft.com/ja-jp/education/ita/partner.aspx
http://download.microsoft.com/download/3/F/3/3F304BCD-79D1-4CDC-B98D-9DF4783FBFB8/ITA_Member_Site_Guide.pdf
http://www.microsoft.com/ja-jp/education/ita/partner.aspx#E4D


Microsoft IT アカデミー特典について

DreamSpark特典
• ITAログラムのご契約1つにつき、DreamSparkが無償で提要されます。

• ITAの契約範囲とDreamSparkの適用範囲は関係ありません。DreamSpark Standard 
または、DreamSpark Premium のどちらかをお選びいただけます。

• 特典対象ライセンスプログラムの規模や契約範囲とDreamSparkの適用範囲は関係ありませ
ん。

申込方法
DreamSparkのご利用をご希望の方は、直接ITA事務局までお問合せください。

ITA アカデミー サイト
http://www.microsoft.com/ja-jp/education/ita/partner.aspx

ITAお客様向け 利用ガイド
http://download.microsoft.com/download/3/F/3/3F304BCD-79D1-4CDC-B98D-
9DF4783FBFB8/ITA_Member_Site_Guide.pdf

ITA事務局 http://www.microsoft.com/ja-
jp/education/ita/partner.aspx#E4D

電話番号 0120-77-2057

受付時間
月～金曜日 9:00～17:30 (⼟日祝日、弊社指定休業日を除きま
す）

http://www.microsoft.com/ja-jp/education/ita/partner.aspx
http://download.microsoft.com/download/3/F/3/3F304BCD-79D1-4CDC-B98D-9DF4783FBFB8/ITA_Member_Site_Guide.pdf
http://www.microsoft.com/ja-jp/education/ita/partner.aspx#E4D


Windows 8 のご提案



教育機関でWindows 8を導入するにあたって

• 新規導入する場合
• 理工系学部の教育機関の場合はDreamSpark Premiumのご契約で
Windows 8を導入いただけます。

• それ以外の教育機関の場合は教育機関向けライセンス プログラムを
お勧めします

• Windows 8以前のWindows OSを所有している場合
• 教育機関向けボリュームライセンスをご契約の場合は最新のバージョン
をご入手いただけます

• 詳細はこちらのWebサイトをご覧いただくか、アドバイザー
に直接お問い合わせ下さい。

9:00 ～ 17:30 ⼟日祝日、弊社指定休業日は除きます

 http://www.microsoft.com/ja-jp/education/

http://www.microsoft.com/ja-jp/education/
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