Microsoft Open プログラム
中小規模組織のお客様向けライセンス オプション
マイクロソフト ボリューム ライセンスにより、お客様の組織の複数のデバイスやクラウドで、よりお手頃な料金で簡単にソフトウェアを実行
することができます。多くの場合、一定の数量を一括購入することにより、全体的なコスト削減とソフトウェア管理の改善を図ることがで
きます。

マイクロソフト ボリューム ライセンスの Open プログラム (Open Value と Open License) は、マイクロソフトの最新のテクノロジやクラウド サービ
スを購入するための便利でシンプルな方法です。Open Value Subscription オプションを含む Open Value と Open License のいずれかを
選択してライセンスを管理することで、コンプライアンス リスクを軽減し、お客様の組織のためにより多くの時間を割けるようになります。
Open プログラムのメリットは以下のとおりです。

シンプルなライセンス
発注を行い、直ちにライセンスを取得した製品の使用を開始できます。必要に応じて購入する柔軟なモデルにより、予測が不要になります。
Open License で発注を行うと、再利用や対象となる関連会社との共有が可能な認証 ID 番号を 1 つ受け取ることになります。2 年の契
約期間を通じて有効なこの ID 番号を利用して、調達コストを削減し、購入プロセスを簡略化することができます。

柔軟なライセンス
Open Value では単一プラットフォーム オプションが提供され、1 つのプラットフォームの下で Windows クライアント、Microsoft Office、およ
び クライアント アクセス ライセンス (CAL) からコンポーネントを選択することができます。Small Business または Desktop Professional のい
ずれかのプラットフォームを選択する必要はありません。
組織がマイクロソフトのエンタープライズ ソリューション、Microsoft Office Pro Plus、Enterprise CAL、 Office 365 E Plans および
Windows E3 を必要としている場合は、Open Value および Open Value Subscription をご利用いただけます。

管理可能なライセンス
オンライン追跡ツールにより、ライセンスの管理が簡単かつ便利になります。ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) を使用すると、ライセ
ンスの注文の管理、購入履歴の確認、ソフトウェア製品のインストールに必要なプロダクト キーの検索、コンプライアンスの追跡、注文確認の
受信をオンラインで行うことができます。

Open プログラムのライセンス オプションの概要
以下の表は、Open Value、Open Value Subscription オプション、Open License を比較したものです。
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利用資格
初回購入時に 3 つ以上のライセンスまたは対象となるデスクトップ PC 3 台以上に対して、ソフトウェア ライセンスやクラウド サービスをご購入
いただくことで、契約期間中に必要に応じてライセンスやクラウド サービスをご購入いただけるようになります。

利用資格

Open Value

Open Value

Open License

Subscription
一般企業
公共機関
教育機関
非営利団体

注: 各業種でご利用いただけるオプションは、プログラムの種類と地域によって異なります。詳細については、リセラーにお問い合わせください。
教育機関のお客様は、Open Value Subscription Education program (OVS-ES) を通じてライセンスを取得できます。

購入方法
マイクロソフト ボリューム ライセンスを利用して、優待価格にてマイクロソフトのソフトウェア ライセンスやクラウド サービスを購入または更新される
場合は、マイクロソフト リセラーまでお問い合わせください。
マイクロソフト ボリューム ライセンスのご利用を開始するにあたって推奨される手順は以下のとおりです。
1. 現在所有しているテクノロジの監査を行い、将来的なテクノロジのニーズを予測する
お客様のビジネスのあらゆる側面において、マイクロソフトのソフトウェアやオンライン サービスの現在の使用状況を評価します。2、3 年後を見
据えて、今後の必要なテクノロジ ニーズの大まかな予測を立てます。ネットワーク、接続性、モビリティ、全体的な機能性を考慮してください。
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2.マイクロソフト リセラーに問い合わせる
マイクロソフト リセラーは、お客様が現在所有しているテクノロジと 2、3 年後の予測を確認し、お客様の組織のニーズに最適なマイクロソフト
ボリューム ライセンスのオプションおよび製品とクラウド サービスの組み合わせをご提案します。お近くのマイクロソフト リセラーを見つけるには、
https://www.microsoft.com/ja-jp/solution-providers/home をご覧ください。
3.注文を送信する
テクノロジのニーズを確認し、お客様の組織に適したマイクロソフト ボリューム ライセンス契約をリセラーと共に選択した後、お客様が決定したマ
イクロソフトのソフトウェアやクラウド サービスの注文をリセラーが送信します。
注: Open Value をご利用のお客様は、マイクロソフトに注文を送信する前に契約書に署名していただく必要があります
4.注文確認を受信する
マイクロソフトがお客様の注文の受領確認を行い、マイクロソフト ボリューム ライセンスの認証番号または契約番号を発行します。Open
License のお客様には認証番号、Open Value のお客様には契約番号が送信されます。認証番号または契約番号は新規の注文に対して
発行され、追加注文の際に使用することで、初回の注文と同じ料金レベルを適用することができます。この番号は、ライセンスの認証や管理
にも使用します。
5.ライセンス ソフトウェアの認証を行い、ライセンスを管理する
ライセンス認証プロセスは、購入したライセンス プログラムによって異なります。いずれのライセンス プログラムを購入した場合でも、ボリューム ライ
センス サービス センター (VLSC) の Web サイトへのログイン方法、契約や購入履歴情報へのアクセス方法、購入済み製品のダウンロード、ラ
イセンス ソフトウェアを認証するためのプロダクト キーへのアクセス方法を記載した招待メールが送信されます。
注: Open License をご利用のお客様は、ライセンス製品をダウンロードする前に VLSC のオンライン版の契約書に署名していただく必要があ
ります。

マイクロソフト ファイナンシングの予測可能で手頃な支払いオプション
コストの削減は、すべてのビジネス リーダーにとっての懸念事項です。しかし、ビジネスの成長を維持することも同じように重要です。マイクロソフ
トはこの両方を可能にします。マイクロソフト ファイナンシング プログラムでは、与信承認されたお客様に 2 ～ 5 年間に限り固定金利を優遇
いたします。お客様のニーズに合わせて、月払い、年 4 回払い、年 2 回払いの分割払いや、据置き払い、不均等払い、お支払いの延滞とい
ったオプションをご利用いただけます。
詳細については、Microsoft Financing をご参照ください。

ソフトウェア ライセンスの管理を容易にするオンライン ツール
Microsoft License Advisor
Microsoft License Advisor は、お客様の組織に最適なマイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムの調査や予算計画に役立つ便利な
オンライン リソースです。わかりやすい 3 段階のプロセスによって、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムに関する詳細な知識がなくても、
簡単に製品を選択してライセンス プログラムや料金を比較できます。License Advisor に見積もりを保存すると固有の ID が生成されるた
め、社内の担当者やリセラーと見積もりを安全に共有することができます。
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ボリュームライセンスサービスセンター（VLSC）
ボリューム ライセンス サービス センター（VLSC）は、ライセンス情報の確認、マイクロソフトのソフトウェアのダウンロード、サブスクリプションおよび
ソフトウェア アシュアランスの特典の管理を容易にするオンライン ツールです。ボリューム ライセンス サービス センターでは以下を行うことができま
す。


1 つの場所からお客様のライセンス情報にすばやくアクセスする



情報センターの更新内容から最新情報を確認する



お客様の組織のすべての契約や購入履歴を表示する



すべての資格情報が製品およびバージョン別に記載されたライセンスの概要を入手する



Open License のお客様は、ライセンス証明書を取得する



すべての割り当て済みのプロダクト キーを確認し、製品を迅速にダウンロードする



ソフトウェア アシュアランスの特典を確認する

その他のリソース
マイクロソフト ボリューム ライセンス: https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing
Open プログラムの概要： https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/open-license.aspx
ソフトウェア アシュアランス概要：https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/software-assurancedefault.aspx
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