
p.1 (表 1)p.16 (表 4)

製品に関するお問い合わせは、次のインフォメーションをご利用ください。

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

ご購入に関するお問い合わせは、マイクロソフト認定パートナーへ。

●記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。 ●製品の仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

■ マイクロソフト認定パートナー http://www.microsoft.com/ja-jp/partner/

■ インターネット ホームページ http://www.microsoft.com/ja-jp/
■ マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター 0120-41-6755 （9:00～17:30  土日祝日、弊社指定休業日を除きます） 
■ マイクロソフト ボリューム ライセンス コールセンター 0120-737-565 （9:00～17:30  土日祝日、弊社指定休業日を除きます） 

3127-NOC1

〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー

Visual Studio 2015 製品カタログ

第 1 版 (2015 年 7 月)

Visual Studio に関する最新情報は、
https://www.visualstudio.com/ をご覧ください。



Enterprise/Professional
高度な IDE (統合開発環境)

高開発生産性を求める開発者

p.3p.2 (表 2)

2 3

デスクトップ アプリ
ALM 機能、.NET Framework やソリューション 
ファイルのバージョン指定、CodeLens、依存
関係グラフ、テスト影響分析などの機能で
開発効率を向上

Office アプリ
Office 365 API を活用し、SharePoint 内の 
Excel データの抽出と加工、スケジュール
情報の編集などにより、売上集計や予約管理
などの業務アプリを迅速に開発可能

モバイル アプリ
Cordova や Xamarin の組み込みにより、
モバイル アプリのフロント エンドとサー
バー サイドをエンド トゥ エンドで開発可能

IoT アプリ
スマート  オブジェクトに  .NET Micro 
Framework を組み込み、.NET Gadgeteer 
を利用することで一般アプリと同様に IoT 
アプリを開発可能

ゲーム アプリ
NuGet による高速化、Azure の国内データ
センターによって優れたレスポンスと遅延
短縮を実現、Unity を使ったゲーム開発にも
対応

クラウド アプリ
Azure SDK により、Visual Studio から Azure 
を操作しながら開発可能、Visual Studio 
からクラウド アプリをデバッグすることで
高速化が可能

.NET のオープン化 クロス プラットフォーム対応 IDE のさらなる強化 ALM (開発と運用) の強化

Visual Studio 2015 の主な機能向上

.NET

アジャイル開発、チーム開発

クラウド ベースの 
ALM* ソリューション

Visual Studio Online

多種多様なアプリ開発に関わる開発者に無限の可能性を
Visual Studio 2015 を使用することで、開発者はデスクトップやモバイル用のアプリはもちろん、ゲーム アプリや IoT アプリなど、
多種多様なアプリ開発することが可能です。

本カタログでは、記載機能を利用できる Visual  Studio の主要エディションを次のように略称表記しております。
その他の機能およびエディションの対応については、P15 のエディション別機能比較をご覧ください。

Visual Studio OnlineVSOVisual Studio Enterprise 2015Ent Team Foundation ServerTFSVisual Studio Professional 2015Pro

個人開発者、学生、小規模チーム開発者

個人向けの無償 IDE

Visual Studio Community

Mac Linux Win

軽量、高速で
高機能なエディター

Visual Studio Code
Mac、Linux 開発者

すべての開発者に
使いやすい

開発環境を提供

多様なアプリ開発

デスクトップ
ストア
モバイル
基幹業務
　ゲーム ...

クロス プラットフォーム
対応

Windows
iOS

Android

* ALM: Application Lifecycle Management

Visual Studio 2015 は、Windows 用の高度な IDE (統合開発環境) とクラウド ベースの

チーム開発環境に加えて、Mac や Linux 上でコードを作成できる新しいツールを提供します。

使いやすく、高い生産性を実現する 
Visual Studio をさらに多くの開発者と
プラットフォームに。
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.NET 2015 のオープン ソース化で、クロス プラットフォームに対応

.NET 2015 では、.NET Framework、.NET Core、.NET コンパイラーなどのオープン ソース化により、Mac OS X や Linux などのクロス 
プラットフォームに対応します。

開発者は、使い慣れたプラットフォーム上で .NET アプリを開発し、さまざまなプラットフォーム上で実行できます。また、Visual Studio の
使い慣れたソース管理機能から、GitHub のオープン ソース プロジェクトにアクセスできるため、アプリ開発の可能性が大きく広がります。

新機能

p.5p.4

リッチな Android アプリのデザイン
Visual Studio 2015 には、Android アプリのデザイナーとエミュレー
ト機能が用意されており、複数のスクリーン サイズおよび解像度、各 
OS バージョンに対応するリッチな Android アプリをネイティブ リ
ソース フォーマットでデザインすることができます。

4 5

Ent Pro新機能

クロス プラットフォーム開発に対応
Visual Studio 2015 は、クロス プラットフォーム開発に対応し、プ
ラットフォームごとに環境やソースを用意することなく、Windows 
デスクトップ、Windows ストア、Windows Phone、Andoroid、iOS で
実行するモバイル アプリを 1 つのソースで効率よく開発できます。

Ent Pro

Web 標準対応のアプリケーション開発
Visual Studio 2015 の Web ツ ー ル は、 HTML5、CSS3、JavaScript、
jQuery などの Web 標準に対応しており、多様なブラウザーに適応す
る対話型の Web アプリとサービスを容易に作成できます。また、各
種ブラウザーで同じように表示および実行できる Web アプリも容易
に開発できます。

Ent Pro

Windows アプリを使い慣れた言語で開発
Windows デスクトップ アプリ、Windows ストア アプリ、XBOX など、
すべての Windows デバイスで実行する Windows アプリを構築でき
ます (Windows 10 アプリの開発にも対応)。C#、Visual Basic、Visual 
C++、HTML/JavaScript の使い慣れた言語を利用でき、開発者の既存
スキルを最大限に活用できます。

Ent Pro

新機能

IoT デバイス アプリの開発
Visual Studio 2015 では、.NET Micro Framework と .NET Gadgeteer 
により、C# によるコーディングとドラッグアンドドロップによる簡
単な操作で、IoT デバイス アプリを開発できます。コード管理やコラ
ボレーション機能などを利用できるため、専門言語や専門ツールによ
る開発は不要です。

Ent Pro

Azure SDK による効率的な開発
Visual Studio 2015 に Azure SDK をインストールすると、Azure 管理
ポータルに接続することなく Visual Studio の開発画面から Azure 上
に Web Apps、SQL データベース、ストレージ、モバイル サービス等
を作成し開発したアプリを展開できます。

Ent Pro

C# は Xamarin、HTML は Cordova の組み込みにより、
エンド トゥ エンドで開発可能

C#

Azure
SDKXamarin*

HTML/JavaScript/TypeScript

Azure
SDKCordova

.NET Native.NET Native

ランタイム
RyuJIT, SIMD

全機能を網羅した .NET ライブラリと
ランタイムを統合したフレームワーク

モジュールで最適化された 
.NET ライブラリとランタイム

コンパイラ
.NET コンパイラ プラットフォーム 
( “Roslyn” )
C#/F#/VB 言語

ライブラリ
.NET Core 5 ライブラリ
.NET Framework 4.6 ライブラリ

.NET 2015

Common

.NET Framework 4.6 .NET Core 5 

Windows
Forms ASP.NET 4 & 5 ASP.NET 5 Universal

Windows AppsWPF

* Xamarin の利用には Starter Edition の利用範囲をこえるものについては
別途 Xamarin 利用の契約が必要になります。

あらゆるアプリを “Visual Studio” ひとつで開発
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p.7p.6

アプリや画面の設計を支援
標準モデリング言語である UML やアプリのレイヤー図など、設計作
業に役立つ機能を提供します*。また、Web アプリやスマートフォン
などのデバイスで使われるボタンやテキスト ボックス、ウィンドウ
などを含む図形テンプレート (PowerPoint アドイン) を提供します。

* Enterprise のみ利用可能

6 7

Ent Pro 新機能

新機能

アプリ開発の手間と時間を削減
IntelliSense やコードスニペットによるコード補完、コード クローン分析とリファクタリングによるコード整理など、
開発生産性を高める機能を提供します。新たにリファクタリングする変数のインライン表示や、
インラインでコードの修正案を表示する Light Bulbs などの機能を提供し作業効率を向上します。

Ent Pro

コード レビュー作業を効率化
静的コード分析機能を利用すると、コンパイルやデバッグでは難し
い、パフォーマンスやセキュリティなど、開発アプリの品質面におけ
る問題を検出できます。数万行にわたるコードやセキュリティの問
題を半自動的に検出できるため、品質を効率よく向上できます。

Ent

コード マップで視覚的に構造を把握
コード マップ機能により、Visual Basic や C# および Visual C++ の
アセンブリやクラス間の依存関係をグラフィック表示できます。
修正対象メソッドの呼び出し関係や循環参照の分析など、アプリを
構成する既存コードの全体像を視覚化により、容易に構造を把握でき
ます。

Ent

独自のレイアウトいつでも利用可能
開発プロジェクトや開発者が独自にカスタマイズした IDE のレイア
ウトを保存し、ログイン時にメニューなどから呼び出すことができま
す。使用するデバイスを定期的に替える場合や、自宅のデバイスなど
で作業を継続する場合でも、カスタムしたレイアウトをいつでも利用
できます。

Ent Pro

Pro新機能

コード上に変更履歴などを直接表示
CodeLens 機能は、Team Foundation Server と連携して、コード上に
インラインで変更履歴や関数の参照、単体テスト結果などの情報を表
示します。新たに長い変更履歴の表示が追加されるとともに、データ
ベースの利用量とパフォーマンスが改善されています。

Ent Pro

変数のインライン表示 インラインで問題の特定と解決案を表示

どこから Visual Studio に
ログインしても

カスタム レイアウトを利用可能

いつもの IDE レイアウトで開発生産性がアップ

高機能で使いやすい統合開発環境をさらに強化

新機能 Ent Pro

より速く使いやすくなったデバッグ機能
新しいコンパイラを採用により、より速くデバッグを実行できるとと
もに、条件とアクションの詳細指定によって問題が生じる部分まで効
率よくスキップできます。また、IntelliTrace* でイベント、CPU 負荷、
メモリ使用量の履歴を確認しながら診断を行えるため、すばやく問題
に対応できます。

* Enterprise のみ利用可能
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メモリ使用量の履歴を確認しながら診断を行えるため、すばやく問題
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バージョン管理とプロセスの自動化
コードのバージョン管理、一元管理、分岐、マージとなどの機能に加え
て、チェックインに連動したビルドやテストなどのプロセスの自動化
により、コードおよびアプリの品質を高めることができます。従来の
集中型の形式に加え、分散型の Git にも対応しています。

8 9

VSO TFS

VSO VSOTFS TFS

TFS

クラウド ベースの Visual Studio Online
Visual Studio Online では、Team Foundation Server が提供するコー
ドのバージョン管理、タスク管理や情報共有、ビルド、テストなどの環
境をクラウドサービスとして利用できます。Visual Studio Online と 
Azure が提供するサービス基盤を利用することで ALM を容易に実現
できます。

ビルドの自動化と品質チェック
指定日時でのビルドの起動、チェックインに連動したビルドの起動な
ど、ビルドを自動化できます。また、ゲート チェックイン ビルド機能
では、ビルドやテストが失敗した際に、ソース コードをチェックイン
させずにブロックできます。失敗したソース コードは一時的に自動
退避させ、開発チームが原因を検証することができます。

作業項目と人、時間の管理
タスク、バグ、要件、テスト項目などの多様な作業項目を管理できます。
期限、担当者、進捗状況、優先度などの基本情報から、作業の履歴、成
果物、ソース コード、テスト結果の添付など、作業に関連する項目を
関連付けた管理が可能です。

ドキュメントの管理と情報共有
SharePoint Foundation/SharePoint Server と連携し、開発プロジェ
クトごとにカスタマイズされた専用の Web サイトを作成できます。
専用の Web サイトでは、ドキュメントの一元管理、プロジェクト関
係者全員での情報共有、ディスカッションや掲示板などの機能を活用
できます。

プロジェクト チームの情報を
リアルタイムに共有
プロジェクトの開発作業やテストの進捗状況および結果はリポジト
リで一元管理されます。蓄積されたデータからカンバン ボードを表
示しチームに共有しながら状況をその場でアップデートすることが
可能です。

フィードバックに基づくアプリの改良
Feedback Client を使用すると、ユーザーはアプリを実行しながらス
クリーン ショットのキャプチャ、画面のストリーミング、音声の録音
などで操作や意見を記録できます。サーバーに保存されたフィード
バックに基づき、開発チームは効果的な改良の決定、タスクの割り当
てなどを行えます。

多様なツールとの情報共有が可能
単一の高度な統合リポジトリを提供し、開発プロジェクトにおけるさ
まざまな情報、成果物を一元管理できます。Visual Studio をはじめ、
Java アプリの開発で利用される Eclipse IDE、Excel、Project、ブラウ
ザーなどからもアクセスできるため、複数環境が混在する開発プロ
ジェクトや多様なユーザーとの情報共有ニーズに対応します。

VSO VSOTFS TFS

VSOVSO TFS

Contoso App

運用管理・監視

開発者

リポジトリ デプロイテストビルド

Azureコーディング/デバッグ
Microsoft Azure

Visual Studio Online

スムーズなチーム開発を実現
Visual Studio Online/Team Foundation Server
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重要な負荷テストを低コストで実施
ユーザー数の段階的な増加や、複数 PC からの一斉アクセスなど、本
格的な負荷テストを実施して、Web アプリやロジックの品質を
チェックできます。また、Visual Studio Online と連携することで、ク
ラウド上の膨大なインフラを活用したクラウド ベースのロード テス
トを実行できます。

10 11

すべての開発工程をカバーして開発を高速化

Ent

プレビュー

単体テストの機能を強化
Visual Studio の IntelliTest は、ユニット テスト対象のメソッドを解
析し効率的と思われる引数および戻り値の、テスト パターンを自動
生成する機能です。ユニット テスト作成の工数を削減し、テスト パ
ターンの見落としを削減することが可能となり開発初期フェーズで
のテスト効率と品質を向上することが可能となります。

Ent

UI の回帰テストを効率化
Windows アプリや Web アプリのユーザー インターフェイス (UI) の
操作を記録して、自動的に再生することができます。アプリ修正後に 
UI の回帰テストを容易に実行できるため、テストと修正を効率よく
繰り返すことが可能です。

Ent

本番コードを変更せずにテスト
Microsoft Fakes を利用すると、.NET Framework ベースのアプリの単
体テストにおいて、擬似モジュール (スタブ) を自動生成できるととも
に、本番コードを変更せずにテスト コード内で特殊な処理に書き換
えることができます。テスト終了後にコードの修正や本番モジュー
ルに差し替える手間が削減されます。

Ent

問題検出と診断、使用状況の追跡
Visual Studio Online Application Insights* は、ASP.NET、J2EE サーバー 
アプリ、iOS、Android、Node.js、PHP、Python、Ruby、WordPress な
どに対応する、パフォーマンス、可用性、使用状況の追跡などを行える
ソリューションです。Visual Studio、Eclipse などと統合でき、迅速な
診断、分析などを可能にします。

* 2015 年 7 月現在プレビュー期間中

リリースの自動化
リリース管理機能を活用すると、テスト環境や運用環境への展開プロ
セスを自動化できます。事前に設定することで複雑な展開プロセス
にも対応できるため、手作業での展開を減らすことが可能です。ビル
ド後の展開を自動化することで時間を短縮し、短いサイクルでアプリ
を配置することができます。

Ent

新機能

テスト手順や状況の情報を自動記録
Test Manager により、自動または手動テストの計画、実施、発生した
問題の追跡を単一ツールで実施できます。また、バグ票への画面キャ
プチャの添付、動画のキャプチャ、IntelliTrace によるデバッグ履歴な
ど、必要な情報を効率的よく収集できます。

Ent

レポーティング機能で中間作業を低減
品質状況やバグの収束予測などのレポートを Web ページ、PDF、
Excel などで利用できるため、可視化されたプロジェクト状況に基づ
き、迅速、適切に判断を行うことが可能です。プロジェクト管理者は
多角的な視点で状況を把握でき、プロジェクト管理にかかる負荷を軽
減することができます。

現実的な高負荷を与えて
アプリの動作をテスト

テストの結果検証して
アプリを修正

Visual Studio Online

クラウドの
インフラを活用

アプリ

Ent Pro
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Visual Studio 2015 は、開発チームのニーズや役割に応じて 4 つのエディションを提供しています。
また、サーバー製品である Team Foundation Server を組み合わせることで、共同作業の強化、プロセスの適合、導入の効率化など、
チーム開発における課題を解決できます。

Visual Studio 2015 のエディション構成 エディション別機能比較

デバッグと診断

Visual Studio 2015 Enterprise Professional Test Professional Community

テスト ツール
Web ロード & パフォーマンス テスト
IntelliTest

Microsoft Fakes (単体テストの分離)

コード カバレッジ
コード化された UI テスト
手動テスト
探索的テスト
単体テスト

Team Foundation Server

コラボレーション ツール

統合開発環境
CodeLens

コード クローン分析
リファクタリング
マルチ ターゲット
JavaScript と jQuery のサポート

アーキテクチャとモデリング
アーキテクチャ レイヤー図/アーキテクチャの検証

ラボ管理
仮想環境の設定 & 終了処理
テンプレートからの環境のプロビジョニング

●
●

MSDN サブスクリプション

Visual Studio Online

Team Foundation Server

この一覧では抜粋して紹介しています。また、Update リリースにより新しい機能が追加されます。さらに詳細と最新情報は、下記の Web サイトをご覧ください。
　 https://www.visualstudio.com/products/compare-visual-studio-2015-products-vs

※1 Release Management Client for Visual Studio 2015 を含みます。
※2 月ごとの割り当てを超えて利用した場合は、Microsoft Azure サブスクリプションに対して請求されます。
※3 最初の 5 ユーザーは無料です。 

実稼働環境での IntelliTrace

IntelliTrace (デバッグ履歴)

IntelliTrace パフォーマンス インジケーター
コード メトリックス
.NET メモリ ダンプ分析
コード マップ デバッガーの統合

MSDN サブスクリプション

開発プラットフォームのサポート
Windows デスクトップ/Windows Phone/ストア アプリ
Web (ASP.NET)

Office 365、Office、SharePoint

クラウド (Microsoft Azure)

Apache Cordova

C++ クロス プラットフォーム ライブラリ開発
Python/Node.js

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

Web ベースのテストの実行
Web ベースのテスト ケース管理
アジャイル ポートフォリオ管理
チーム (チャット) ルーム
Release Management

ビルドの自動化

●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

●
●
●
●
● ※1

●

Visual Studio Online サービス
クラウド ベースの Web ロード、パフォーマンス テスト
Web ベースのテスト ケース管理
アジャイル ポートフォリオ管理
フィードバックの要求と管理
Git ベースのリポジトリを使ったバージョン管理

●
●
●
●

●
●

●

● ※2

●
●
●
●

● ※3

● ※3

● ※3

PowerPoint ストーリーボーディング
コード レビュー
Team Explorer

Team Explorer Everywhere (サード パーティ製開発ツールのサポート)

●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
● ●

●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

Mac や Linux で使える 
Visual Studio Code
Visual Studio Code は、Mac OS X 
や Linux、Windows 用の軽量、高速
で高機能な無償のエディターです。
JavaScript、C#、PHP、Java、HTML、
CSS、TypeScript、LESS、JSON、 
Python およびその他の多くの一般
的な言語に対応し、 IntelliSense によ
る入力補完も利用できます。

新提供

Enterprise　生産性の高い開発環境と高度な DevOps の実現

Visual Studio 2015

チーム開発とコラボレーションの基盤

クラウド サービスのチーム開発とコラボレーションの基盤

最新バージョンから旧バージョンまで統合的な開発支援

• ソース コード管理、タスク管理、バグ管理、レポーティング
• チーム開発、ビルドやテストの自動化、コラボレーション
• アプリケーション ライフサイクル管理と、運用との連携による DevOps

• ソース コード管理、タスク管理、バグ管理、レポーティング
• チーム開発、ビルドやテストの自動化、コラボレーション
• オンラインでコーディングやアプリの利用状況の分析 (プレビュー機能)

• Visual Studio Enterprise with MSDN
• Visual Studio Professional with MSDN
• Visual Studio Test Professional with MSDN

コード マップ

呼び出し階層

Professional　アプリケーション開発の基本セット

Community　無償の非企業向けの最強ツール

Test Professional　品質管理とコラボレーション

スタブ (Fake) の
自動生成 自動 UI テスト

負荷テスト

IntelliTest

コード カバレッジ

.NET メモリ ダンプ
分析

UML 図 コード クローン
分析

デバッグ履歴
(IntelliTrace)

CodeLens Team Foundation
Server 連携

アプリ開発機能

リファクタリング

ストーリー 
ボーディング

コード分析 単体テスト

コード メトリクス

パフォーマンス
分析Release

Management

Lab Management
によるテスト環境

の自動化

Test Manager 
による包括的な

テスト
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　 https://www.visualstudio.com/products/compare-visual-studio-2015-products-vs
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MSDN サブスクリプションはアプリケーション開発に必要な OS、サーバー製品などの開発用ソフトウェア ライセンスに加え、
テクニカル サポートなどのサービスを提供します。ボリューム ライセンスの場合には Visual Studio 2015 のソフトウェア 
アシュアランスとして 2 年、もしくは 3 年単位で、パッケージの場合には 1 年単位の契約として購入することができます。

MSDN サブスクリプションが提供するメリット

Visual Studio with MSDN サブスクリプション

Visual Studio

Team Foundation Server

Team Foundation Server ユーザー CAL

Visual Studio Online ※1

Office Professional Plus 2013

Visual Studio Deployment Standard

Visual Studio 
Test Professional

●

●

●

Visual Studio 
Professional

●

●

●

 

●

●

●

Visual Studio 
Enterprise

●

●

●

●

●

Windows、Windows Server

Microsoft SQL Server

Microsoft Azure ※2

Windows Embedded

Microsoft Office

Microsoft Dynamics

その他すべての Microsoft サーバー製品 
(SharePoint、Exchange など)

●

●

●
クレジット 5,500 円/月

● ※2

●

●

●
クレジット 5,500 円/月

●

●

●

●
クレジット 10,500 円/月

●

●

●

●

●

●
クレジット 15,500 円/月

●

●

●

●

Windows ストア開発者アカウント

Office 365 開発者向けサブスクリプション

テクニカル サポート インシデント

E ラーニング

●

2

1

●

2

1

2

2

●

●

4

2

 開発に求められる多様な環境整備が可能

新規開発で求められる最新のマイクロソフト プラットフォーム
製品だけでなく、保守で必要となる古いバージョンの各種ソフト
ウェアも提供。開発やテスト環境構築のために、個別にソフト
ウェアの購入を行ったり準備をしたりする必要がありません。

MSDN 
サブスクリプションの
ライセンス ルール
MSDN サブスクリプションは、
デバイス単位ではなく利用者単位で
ライセンスが付与されます。
複数台にインストールすることは
できますが、ライセンスを持たない方は
使用することができません。

 開発用ソフトウェアの調達コストを削減

開発用途に限定したライセンスのため、個別にソフトウェアを
購入するよりも低価格で入手いただけます。さらにボリューム 
ライセンスでは複数年まとめられるため、都度購入における
稟議申請などの手間を軽減することができます。

 ライセンス管理にかかる手間を軽減

ボリューム ライセンス サービス センターの MSDN 管理サイト
を使用して、購入済みライセンスとその利用者の情報を一括
管理が容易に行えます。インストール イメージは、MSDN 
サブスクリプションが提供しているダウンロード サイトで
入手することができます。ダウンロード サイトでは、カテゴ
リー分けがされ検索もでき、ユーザーが入手したプロダクト 
キーの一覧も確認できます。

「PC × 利用者 × ライセンス数」で管理するため管理が大変

ライセンスを持っていない
開発者は、開発ツールや
ソフトウェアを
利用できません。

開発者ライセンスは、
開発業務以外では
利用できません。

提供製品の一部を分離して
他者に譲渡したり、
他者に貸与することは
できません。

「利用者数 × ライセンス数」で管理するため管理が容易

都度発生する業務が面倒

年単位の支払いが可能で稟議申請は 1 回だけ

古いバージョンの
アプリケーション

複数エディションの
OS

古いバージョンの
OS

開発以外設計、開発、テスト、デモンストレーション

その他の特典

開発とテストのためのソフトウェアとサービス

運用環境で使用可能なソフトウェアとサービス

MSD
N

の場
合

通常

のケ
ース

MSD
N

の場
合

通常

のケ
ース

この一覧では抜粋して紹介しています。また、MSDN サブスクリプションは随時新しいサービスが追加されます。さらに詳細と最新情報は、下記の Web サイトをご覧ください。
　 https://www.visualstudio.com/products/compare-visual-studio-2015-products-vs

※1 Visual Studio Online は、ユーザーのライセンスの種類によってアカウントに追加できるユーザー数に上限があります。
MSDN のライセンスで Visual Studio Online を使用する場合は、ユーザー数に上限なく追加することができます。

※2 月額クレジット額を超えた場合には、MSDN 向け割引金額で超過分を購入することができます。
※3 一部の古いバージョンは含まれません。

3

2

1 with MSDN with MSDN with MSDN
Enterprise Professional Test Professional MSDN Platforms

MSDN サブスクリプションで使用できる製品とサービス

最新の必要システムについては Web サイトをご確認ください。
新しい OS のリリースなどに伴い、Visual Studio 2015 のシステム要件が変わる可能性があります。
システム要件や最新の製品情報は、Visual Studio のホームページをご確認ください。

https://www.visualstudio.com/
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※1 Visual Studio Online は、ユーザーのライセンスの種類によってアカウントに追加できるユーザー数に上限があります。
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https://www.visualstudio.com/
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製品に関するお問い合わせは、次のインフォメーションをご利用ください。

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

ご購入に関するお問い合わせは、マイクロソフト認定パートナーへ。

●記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。 ●製品の仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

■ マイクロソフト認定パートナー http://www.microsoft.com/ja-jp/partner/

■ インターネット ホームページ http://www.microsoft.com/ja-jp/
■ マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター 0120-41-6755 （9:00～17:30  土日祝日、弊社指定休業日を除きます） 
■ マイクロソフト ボリューム ライセンス コールセンター 0120-737-565 （9:00～17:30  土日祝日、弊社指定休業日を除きます） 
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Visual Studio 2015 製品カタログ
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Visual Studio に関する最新情報は、
https://www.visualstudio.com/ をご覧ください。


