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マイクロソフト製品やクラウドサービスの導入と安定稼働を支援します

お客様のクラウド環境を含む IT 投資価値の最大化を支援

Premier サポートサービス

プロアクティブサービス 5つの柱

提供体制

お客様のシステムと製品のライフサイクルに沿った中長期的な IT 運用支援サービスを提供します。

 24 時間 365 日の対応
 MS製品・オンラインサービスのサポート
 エンジニアオンサイトサポート
 修正プログラムの作成と提供
 延長修正プログラム / カスタムサポート

リアクティブサービス

迅速かつ
的確な
問題解決

オンラインサービス対象の
サービス実施管理

 サービスイントロダクション
 サービス実施計画策定
 サービスレビュー
 緊急レベルのセキュリティサポート

アドバイス
 インシデント管理、危機管理
 改善計画
 インシデントトレンド分析

サービス実施計画に基づくサポート提供

サービス実施管理

問題発生を未然に防ぐIT 運用効率化
詳細は、以下「プロアクティブ サービス 5つの柱」
及び裏面にてご紹介

プロアクティブサービス

お客様

アセスメント 計 画 スキルアップ 導入支援 運 用

※上記はプロアクティブでご提供するサービスの一例となります。



コンサルティング サービス IT ソリューションの構想から、IT 計画、アーキテクチャ策定、設計、開発、構築、導入、最適化まで、
Premier サポートと併せて活用いただくことで、ライフサイクル全体に渡る高品質なサービスをご提供
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マイクロソフトによるコンサルティング サービスおよびサポート サービスの詳細については、
Microsoft Services の担当者までお問い合わせいただくか、 http://www.microsoft.com/ja-jp/services/ をご覧ください。
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1 年 / 個別見積り

プロアクティブサービスでご提供するオファリングのご紹介

RAP（Risk Assessment Program)

システム環境と運用のリスク評価をし、問題点の把握及び早期対応による障害の低減、可用性の向上、
サポート コストの削減を支援

ワークショップ オンデマンド

導入支援 : Azure Fast Start

いつでもどこからでも受講者の都合に合わせてトレーニングが受講可能な、クラウドベースのワークショップ

• リスクのレベルによって優先度
をつけたタスクの明確化

• 診断後の健全性維持に必要な
改善方法のご提示

• 診断ツールにより継続的な
健全性診断を実施可能

• 診断ツールのアップデートで
最新のベストプラクティスにも
対応

診断・分析

• 各種設定値の情報を収集し、
適切な構成かを診断

• 世界中で診断実績を重ねるたび
に更新されるベストプラクティ
スを活用

報告・対処 健全性の維持

 ロール別・多彩なコンテンツ

 マイクロソフト認定エンジニアである
PFE(Premier Field Engineer) による解説

プログラムの特徴

 クラウドベース：24 時間 365 日、
どこからでもアクセス可能

多様性

専門性

柔軟性

トレーニング
受講において

トレーニング
企画において

このようなお客様に

Microsoft Azureの基礎知識の習得と、ITエンジニアの教育、初期展開の構築を支援する4日間のオンサイトサービス

データの保存、
バックアップ、回復

• IaaS での

SharePoint
• IaaS での SQL

アプリケーションの
開発、テスト、実行

• 開発/テスト環境

インフラストラクチャ
の拡張

• IaaS の基礎
• Azure ID 利用

診断・分析

• Web サイト
Fast Start 
シナリオ

 トレーニング予算を低減したい

 受講したいメンバーを集めることが難しい

 効率よく社員のスキルを向上させたい

 受けたいタイミングで受講したい

 最新製品情報もタイムリーに学びたい

 必要となった時に見直したい


