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ボリューム ラセンス プログラムをご利用いただきありがとうございます。お客様は eAgreements ツールを使

用することにより、マクロソフト ボリューム ラセンス契約書をオンランでご確認、ならびに署名すること

ができます。貴社と取引のあるリセラー企業様がお客様のボリューム ラセンス契約書を作成した時点で、「[重

要なお知らせ] マクロソフト ボリュームラセンス契約に電子署名をしてください」メールが送信されます。お

客様は、以下の手順で契約書のご確認とオンラン署名手続きを行ってください。

契約書に署名する場合： 

① 契約締結のための署名依頼が電子メールで署名

者に送信されます。メールに記載されているリ

ンクをクリックします。 

[件名] ［重要なお知らせ] マクロソフト ボ

リュームラセンス契約に電子署名をしてくだ

さい 

[送信元] eAgreements@microsoft.com 

[宛先] 電子署名者 

[CC] 顧客 – 第一連絡先担当者 

 

 

② Windows Live ID を使用してサンンしま

す。※Windows Live ID の作成方法については P4 をご

参照ください 

 

 

 

③ 契約内容を確認します。 

サンンすると、契約書セットに含まれる全

てのドキュメントが表示されます。ドキュメン

ト名をクリックし、内容を確認してください。 

※ドキュメントを開くには、フゔル形式 .pdf 

を読み込む Adobe Acrobat Reader が必要で

す。Adobe Acrobat Reader をンストールし

ていないユーザーは、

http://www.adobe.com/jp/ から無料でダウ

ンロードできます。 

 

 

④ 契約内容に問題がなければ [I Confirm] (確認)

をクリックします。 

 

＊[I Reject] (承認しない) を選択する場合は、

下記の [契約書に署名しない場合] のセクショ

ンをご参照ください。 

mailto:eAgreements@microsoft.com
http://www.adobe.com/jp/
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⑤ [I hereby authorize Microsoft to apply my 

signature to the signature form] (契約書セ

ットおよびすべての関連ドキュメントを確認し

たことを認めます。) にチェックを入れます。 

⑥ 表示されているとおりに、[Name] (名前) を入

力します。 

⑦ [Job Title] (役職) を入力します。 

⑧ [Purchase Order Number] (発注番号) に

は何も入力しないでください。 

⑨ [Submit] (送信) をクリックします。 

 
送信すると、契約書セットは、契約締結処理の

ためにマクロソフトに転送されます。マク

ロソフトにて署名発効が完了すると、お客様に

「マクロソフトゕグリーメント承諾書」メー

ルが送信されます。 

 

契約書に署名をしない場合： 

契約書内容に不備等がある場合、署名を拒否するこ

ともできます。署名を拒否するには、下記の手順を

踏んでください。 

① [I Reject] (承認しない) をクリックします。 

② [Rejection Reason] (承認しない理由) をドロ

ップダウンから選択します。 

③ [Comment] (コメント) セクションに詳細情報

を記入します。 

※契約書に署名をしない場合、コメント欄への入力が必須

になります。承認しない理由の補足等のコメントを入力し

てください。 

④ [Submit] (送信) をクリックします。 

契約書セットは契約書の作成者 (リセラー企業

様)に転送され、作成者はコメントを確認し、

必要に応じて契約書セットを編集して、再送信

をします。 

 

 

注:  契約書セット内のいずれかのドキュメント

を保存する必要がある場合は、契約書セットへ

の承認を拒否する前に、保存または印刷する必

要があります。拒否すると、契約書セットを閲

覧できなくなります。 
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署名完了後の流れ 

お客様のオンラン署名完了後、マクロソフトにて契約締結手続き作業を行います。手続き完了後、お客様はマ

クロソフトより契約締結手続き完了の通知およびボリュームラセンスサービスセンター登録のご案内の電子メ

ールを受領します。 

契約締結手続き途中に契約書上において何かしらの不備が発見された場合、契約締結手続きを行う前に、お客様の

ご担当のパートナー様を通じてお客様にご連絡いたします。 

Volume Licensing Service Center (VLSC) 

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/home.aspx 

ボリュームラセンスサービスセンター（以下、VLSC）は、マクロソフトボリュームラセンス契約を締結い

ただきましたお客様が、すべてのラセンス契約と ID の管理、プロダクト キー及び製品のダウンロード、サブス

クリプションの管理、およびソフトウェゕ ゕシュゕランスの特典へのゕクセスを行うための単一のポータルです。 

お客様のラセンス契約書上で第一連絡先担当者及び第二連絡先担当者として登録されているご担当者様は、その

ラセンス契約における VLSC の管理者権限が自動的に付与されます。管理者権限が付与されたご担当者様は、お

客様組織内の関係者の方に VLSC にゕクセスする権限を付与することができます。 

VLSC にゕクセスするには、Windows Live ID が必要となりますので、お持ちでない場合は、以下「Windows 

Live ID の作成」の手順に則って作成ください。 

Windows Live ID を使って VLSC にゕクセスすると、まずユーザー登録手続きを行っていただくことになります。

その際、お客様の勤務先電子メールアドレスを確認する画面が表示されますが、ここには、お客様が当該ラセン

ス契約書を作成する際にご担当パートナー様に契約書上の担当者情報としてご連絡いただいたお客様の電子メール

ゕドレスを入力いただく必要があります。もしどの電子メールゕドレスを連絡したか定かでない場合、VLSC ユー

ザー登録手続きを一旦中断し、ご担当のパートナー様にご確認いただくようお願いいたします。 

VLSC に関する詳細情報は、以下ユーザーガドをご確認ください。 

http://www.microsoft.com/japan/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx 

 

  

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/home.aspx
http://www.microsoft.com/japan/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx
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Windows Live ID の作成 

① [今すぐ作成…] ボタンをクリックします。 

 

② [新規登録] をクリックします。 

 

③ 既存の電子メール ゕドレスを使用する場合は、

[続行] ボタンをクリックします。 

 

[いいえ、無料の MSN Hotmail メール ゕドレ

スにサンゕップします] ラジオ ボタンをクリ

ックして、新たに Windows Live Hotmail を

作成することもできます。 

④ 電子メール ゕドレスを確認し、パスワードと

パスワード再設定オプションを作成して、画像

の中に表示されている文字をフゖールドに入力

します。 

[続行] ボタンをクリックします。 

 

⑤ 契約書の記載内容を確認します。確認したら、

フゖールドに電子メール ゕドレスを入力し、

[同意する] ボタンをクリックして、契約書に署

名します。 

 

⑥ これで Windows Live ID ゕカウントが作成さ

れました。[続行] ボタンをクリックして、

Windows Live ID を必要とする 

eAgreements サト（P2 の ③）にゕクセス

します。 

 

 

 操作方法など、ご不明な点に関しましては、 

マクロソフト ボリューム ラセンス コール センター 

にてご相談をお受けいたします。 

0120-737-565 
(9:30 ～ 12:00、13:00 ～ 19:00 土日祝日および弊社休業日を除く) 

最新情報は、http://www.microsoft.com/japan/licensing/ をご覧ください。 

©2010 Microsoft Corporation. All rights reserved.  

● Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

● このガドの内容は、2010 年 2 月現在のものです。 

■ マクロソフト ボリューム ラセンス コールセンター (VLCC) 

0120-737-565 (9:30 ～ 12:00、13:00 ～ 19:00 土日祝日および弊社休業日を除く) 

マイクロソフト株式会社 
〒151-8583 東京都渋谷区代々木 2 丁目 2 番 1 号 小田急サザンタワー 

なお、お客様の契約内容に関してご質問等がある場合はお客様とお取り引きのあるリセラー企業様へご確認ください。 

クリック! 

クリック! 

クリック! 

クリック! 

クリック! 

クリック! 


