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はじめに
このガイドでは、マイクロソフト スクール アグリーメント ライセンスの提供製品について説明し、ソフトウェア ライセ
ンスを展開および管理するための情報を提供します。このガイドに記載された内容は情報提供のみを目的としており、 お
客様によるライセンス製品の使用には、お客様が締結したライセンス契約の契約条件が適用されます。定期的に更新される
マイクロソフト ライセンス製品条項には、ボリューム ライセンス プログラムを通じて入手した特定のマイクロソフト製品
の現在の使用権に関する詳細な情報が記載されています。

教育機関向けボリューム ライセンスの概要
ソフトウェアのライセンスを大量に取得し、複数のデバイスのソフトウェアを管理する教育機関のお客様は、マイクロソフ
ト ボリューム ライセンス プログラムを使用することで、最もコスト効率の高い方法でライセンスを取得することができま
す。
マイクロソフトは教育機関のお客様向けに、「サブスクリプション」と「トランザクション」の 2 種類のボリューム ライ
センス プログラムを用意しています。教育機関向けのライセンスオプションの詳細は、こちらよりご確認ください。
サブスクリプション ライセンス
サブスクリプション ライセンス プログラムでは、お客様は指定した期間にわたって選択した製品を実行する権利と、これ
らの製品のアップグレード権およびダウングレード権を取得できます。アプリケーション、システム、およびクライアント
アクセス ライセンス (CAL) 製品では、デバイスまたはユーザーの数が増えても、指定された期間全体で、ライセンスが完
全に維持されます。また、年次発注でデバイスまたはフルタイム相当 (FTE) 従業員の増加について報告することのみが必
要です。
EES (Enrollment for Education Solutions) は小中学校および高等教育機関向けであり、デバイス数ではなくユーザー数を
数えれば済む、シンプルな構造になっています。スクール アグリーメントおよび Open Value Subscription for
Education Solutions agreement は K-12 小中学校および未就学児童向けのプログラムであり、学校内の対象 PC の数を
年に 1 回数えるだけで、そのすべてに対するライセンスを簡単に取得することができます。スクール アグリーメントにつ
いては、このガイドで詳細に説明します。

トランザクション ライセンス
トランザクション ボリューム ライセンス プログラムでは、コストを削減し製品版ソフトウェアをパッケージ化しながら、
永続的なソフトウェア ライセンスを取得することができます (ライセンスは満了しません)。
マイクロソフトは、教育機関のお客様向けに、2 つのトランザクション ボリューム ライセンス プログラムを用意していま
す。 Microsoft Open License for Academic、Microsoft Select Plus for Academic

スクール アグリーメントの機能
スクール アグリーメントを通じたサブスクリプション ライセンスには、次のようなメリットがあります。


コンプライアンスの容易さ：サブスクリプション期間を通して教育機関が所有するすべてのデバイスおよびユーザーが
対象となるため、教育機関は選択した製品に対するすべてのライセンスを確実かつ容易に取得することができます。



少ない管理負担：サブスクリプション ライセンスでは、選択した製品のライセンスをデバイスごとに追跡する必要が
ありません。分散環境でソフトウェア資産を管理することを支援。



最新のテクノロジ: サブスクリプション ライセンスによって、ライセンスを取得したユーザーは、サブスクリプション
に含まれるソフトウェア製品の最新バージョンを実行することができます。



予算管理と購入の容易さ: 1 回の年額払いに、その年に選択したすべての製品を含めることができます。



卓越した価値: 製品のプラットフォームの標準化により、生産性が向上し最新のテクノロジを利用する機会が増大する
と同時に、IT にかかる総コストを削減することができます。ライセンスにはソフトウェア アシュアランスが含まれて
おり、追加料金の負担はありません。
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スクール アグリーメントの詳細
コンプライアンスと管理の容易さ
学校加入契約では、学校内のすべての機関所有のデバイスまたはリース デバイスの使用について、サブスクリプションで選
択された非サーバー製品の大半のライセンスを取得するので、ライセンス要件を遵守した製品使用が行われていることを管
理者およびユーザーが簡単に認識できます。注文書の提出時に具体的な PC カウントを報告しますが、サブスクリプション
の年内に追加するすべての新規 PC には、スクール アグリーメント製品を使用するライセンスが付与されます。
学生は、教室またはオープン ラボのデバイスでライセンス製品を使用できます。学生が個人で所有するコンピューターま
たは学校が所有するコンピューターで製品を使用するためのライセンスを個々の学生専用に割り当てる場合、学校は学生オ
プションに学生を加入登録できます (以下の「学生オプション」を参照)

スクール アグリーメントの購入
スクール アグリーメントは、マイクロソフト認定教育機関リセラー (AER) を通じて利用可能です。AER は、マイクロソフ
ト アカデミック エディション製品およびボリューム ライセンスを対象の教育機関ユーザーに販売することを認可されてい
ます。スクール アグリーメントまたは他の教育機関向けボリューム ライセンス プログラムへの参加や現行価格の確認をご
希望の場合は、AER までお問い合わせください。米国またはカナダを拠点とする AER を検索する場合は、
https://www.microsoft.com/ja-jp/solution-providers/search (英語) にアクセスしてください。日本のお客様は、
www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-programs/licensing-for-industries.aspx#tab=2 にてご確認ください。
その他の地域については、各地域のマイクロソフト ボリューム ライセンス Web サイトをご覧ください。特定の地域向け
のマイクロソフト ボリューム ライセンス Web サイトは、www.microsoft.com/ja-jp/licensing/worldwide.aspx で探す
ことができます。

対象 PC の集計
スクール アグリーメントでは、選択したアプリケーション、システム、および CAL 製品について、教育機関全体の契約が
必要です。このために、関連する学校または学区で対象となる PC をすべて含める必要があります。また、いずれかのソフ
トウェアを実行する教育機関内のすべての追加コンピューターも含めることが必要です。

利用資格
K-12 学校 (対象となる学校の事務局または教育委員会を含みます) および幼稚園は、特定の資格要件を満たす場合、スク
ール アグリーメントプログラムに参加できます。ご利用地域での利用資格は「マイクロソフト適格教育ユーザーの定義」
をご確認ください。
病院、ヘルスケア システム、および研究所は、スクール アグリーメントプログラムに参加する資格はありません。

集合グループ / 共同体
集合グループ (学区の共同体など) がスクール アグリーメントを締結するには、マイクロソフトから特別な承認を得る必要
があります。詳細については、マイクロソフトの担当者または AEP にお問い合わせください。

契約期間
サブスクリプション加入契約の締結時に、1 年、 3 年または 5 年のライセンス取得期間を選択できます。いずれの場合
も、該当年のライセンス製品を選択してリセラーにより年次発注を提出します。

1 年間の サブスクリプション オプション
このオプションでは、12 か月の一時ライセンスが提供されます。ライセンス期間の最後にリセラーを通じて延長発注を提
出することにより、さらに 12 か月間契約期間を延長できます。現在のライセンス期間の満了前に、延長発注を行う必要が
あります。延長発注の際は、PC の台数の更新、製品の選択内容の変更、新規の学生オプション数の算定 (学生オプション
を選択した場合) などを行う必要があります。

3 年間, 5 年間の サブスクリプション オプション
また、3 年間、5 年間のライセンス期間のサブスクリプションを選択することもできます。3 年間、５年間のオプションを
選択し、以下に示す発注要件を満たす場合、マイクロソフトはディストリビューターに対して年次発注のユニットあたりの
価格を初回ライセンス製品の発注価格を超えて引き上げません。
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注: リセラーが実際の年間価格を決定します。こうした理由から、マイクロソフトは 2 年目および 3 年目（5 年間を選択
された場合は、４ 年目および 5 年目）のユニットあたりの価格が変更されないことを保証できません。価格の詳細につい
ては、リセラーと交渉できます。
初回発注に加えて、3 年間または 5 年間のサブスクリプション オプションを選択することにより、サブスクリプション加
入契約発効日の 1 回目および 2 回目（および 3 回目、4 回目）の契約応答日またはそれ以前に、年次発注を提出すること
に同意するものとします。発注を提出しない場合、サブスクリプション加入契約は解除されます。
オンライン サービスの年次発注は、少なくとも初年度に発注されたすべてのソフトウェアで同じ数量であることが必要で
す。たとえば、2 年目の対象となる PC の総数が 250 台から 245 台に減少しても、年次発注には 250 台の PC が含まれ
ます。2 年目に対象となる PC の数が増加し、3 年目に減少した場合、3 年目の年次発注では PC の減少分を反映すること
ができますが、ただしその減少によって 1 年目の発注に含まれていた PC の数を下回ることはできません。（オンプレミ
スの年次発注は、削減することはできません。）
対象となる PC の数が増えた場合、年次発注時に増加分の PC を含める必要があります。たとえば、対象となる PC の総数
が 1 年目に 250 台から 300 台に増加した場合、すべてのアプリケーション、システム、または CAL 製品について、300
台の PC を年次発注に含める必要があります。
最初の注文で学生オプションを選択した場合も、学生オプションに含まれる学生数を増加させることはできますが、減少さ
せることはできません。
すべての追加 PC および (または) 学生についてディストリビューターに請求される個別ライセンスの価格は、元の発注で
請求された価格に基づきます。
また、年次発注を提出する場合、初回発注に含まれなかったソフトウェア製品を発注できます。マイクロソフトが以前に発
注されていない製品についてディストリビューターに請求する価格は、価格表の現在の価格です。マイクロソフトは、残る
ライセンス期間についてこの価格を値上げすることはありません。

追加発注
1 年、 3 年または 5 年のどのサブスクリプションを選択したかに関係なく、初回発注以降の当該年度中はいつでも、ライ
センス製品をリセラーに発注することができます。追加発注を行うと、残存年数に １ 年分を加えた価格で請求が行われま
す。
オンラインサービス について追加発注を行った場合、スクール アグリーメントの契約期間の残存月数に基づいて比例計算
された価格で請求が行われます。この場合の最低価格はサブスクリプション 1 か月分となります。たとえば、9 か 月目に
Office 365 ProPlus を発注した場合、4 か月分の請求が行われます (9 か月目の残る日数について全 1 か月分と、期間内の
残る 3 か月分)。

購入可能な製品
スクール アグリーメント プログラムを通じて、広範なマイクロソフト ソフトウェアのうちから選択し、サブスクリプショ
ン ライセンスを発注できます。現在利用可能な製品の全一覧については、マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項
を参照してください。

スクール アグリーメント デスクトップ パッケージ
デスクトップ PC ライセンス製品の標準セットについてデバイスおよびユーザーにライセンスを付与する場合のために、マ
イクロソフトでは個別製品のライセンスを取得するコストよりも割引された価格で以下の "デスクトップ" パッケージを用
意しています。
教育機関 デスクトップ パッケージには、以下の製品が含まれます。


Windows Education アップグレード



Microsoft Office Professional Plus および Microsoft Office for Mac



Microsoft Core CAL Suite
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Microsoft Enterprise CAL Suite 付きの教育機関デスクトップは以下の製品が含まれます。


Windows Education アップグレード



Microsoft Office Professional Plus および Microsoft Office for Mac



Microsoft Enterprise CAL Suite

Windows の学生向け特典
すべての教職員/スタッフが利用できるように Windows Education アップグレードのライセンスを組織全体で取得する
と、同じ組織内の学生にも対応するサブスクリプション ライセンスを追加コストなしで取得することができます。詳細に
ついては、このガイドの「特別な使用権」セクションをご覧ください。
対象オペレーティング システムに必要なフル ライセンスが既存の PC にないことが判明した場合は、教育機関向け Get
Genuine Windows Agreement (GGWA-A) についてマイクロソフト リセラーまでお問い合わせください。GGWA-A は、
Windows Education のフル ライセンスを簡単に取得できるコスト効率の良い方法を提供します。これらのライセンスは、
完全な対象オペレーティング システムの要件を満たしています。オペレーティング システムのフル ライセンスを取得した
後、これらの PC に対する Windows Education アップグレードのライセンスはスクール アグリーメントを通じて取得す
ることができます。詳細は、ソフトウェアのライセンスおよびソフトウェアの不正使用のリスクをご確認ください。

最低発注要件
スクール アグリーメントを通じてライセンスを取得する個々の製品を選択できます。アプリケーション、システム、およ
び CAL 製品の価格は、対象となる PC の数に基づいており、選択した製品について機関全体の契約を必要とします。
スクール アグリーメントの下での初回発注では、最少要件の PC 10 台以上の発注が必要です。

階層型価格
一部のアプリケーションおよびシステム製品は、サブスクリプション加入契約の下で、含まれる PC の総数に応じた階層型
価格レベルで購入できます。これらの事例では、価格レベルは次のようにして決定されます。
PC の台数

価格レベル

2,500 台未満

Level A

2,500 台以上

Level B

それぞれの教育機関に対する適切なレベルでの特定の価格については、パートナーにお問い合わせください。

スクール アグリーメントによる マイクロソフト オンライン サービスのライセンス取得
スクール アグリーメントを通じて、Office 365 Pro Plus 等のマイクロソフト オンライン サービスのライセンスを取得で
きます。ただし、これらのサービスのライセンス モデルは、クール加入契約の他の提供内容とは異なります。以下に、ス
クール アグリーメントを通じてライセンスを取得する場合に、これらの 2 つのスイートおよびそのコンポーネントに適用
される固有のライセンス ルールを示します。

ユーザー ベースのライセンス
スクール アグリーメントの下で、アプリケーション、システム、または CAL 製品について教育機関全体で PC にライセン
スを付与する場合の PC 数とは異なり、いずれかのオンライン サービスにアクセスする各個人について 1 つのユーザー サ
ブスクリプション ライセンス (USL) が必要です。したがって、機関全体ではなく、任意の数のユーザーにライセンスを付
与できます。
注: Online Service の ライセンス取得は PC 数に基づかないので、新規ユーザーにはサービスのライセンスが自動的に付
与されません (アプリケーション、システム、および CAL 製品向けであるため)。サービスにアクセスする各追加ユーザー
について、追加 USL を注文する必要があります。
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ライセンス 期間
スクール アグリーメントを通じてライセンスを取得したマイクロソフト オンライン サービスはいずれも、ライセンスを
取得したスクール アグリーメントと有効期間満了日が同じになります。契約期間の途中でオンラインサービスを追加する
場合、USL は当月まで比例配分されます。サービスの最短期間は 1 か月です。

スクール アグリーメント ドキュメント
スクール アグリーメントを通じてマイクロソフト ソフトウェアのライセンスを取得する場合、ライセンスによって付与さ
れる特定の使用権を確認および理解することが重要です。
以下に、権利の詳細を記載する 3 つの重要なドキュメント ( キャンパスおよびスクール アグリーメント基本契約、スクー
ル アグリーメント購入申込書および マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項) の概要を示します。

キャンパスおよびスクール アグリーメント基本契約
キャンパスおよびスクール アグリーメント基本契約には、プログラムの概要、一般的な契約条件の詳細が規定されていま
す。キャンパスおよびスクール アグリーメント基本契約には満了日はありません。この契約をいったん締結したら、年次
の適用範囲期間の更新時に別の契約を締結する必要はありません。

スクール アグリーメント購入申込書
スクール アグリーメント購入申込書では、連絡先情報と参加教育機関の一覧が示され、学生オプションに加入登録できま
す。このドキュメントでは、ライセンス期間 (1 年、3 年または 5 年) と、初回年次発注の対象となる対象 PC の総数を明
確にしています。
注: キャンパスおよびスクール アグリーメント基本契約を署名する同じ機関がその契約の下ですべてのスクール アグリー
メント購入申し込書に署名する必要があります。

マイクロソフト ボリューム ライセンスの製品条項
製品条項は、ボリューム ライセンス プログラムにおいて許可されるマイクロソフト製品の使用を規定する製品固有の使用
条件を記載したドキュメントです。製品版のライセンス製品を購入した際に提供される使用許諾契約書 (EULA) に相当する
ものです。製品条項は、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムを通じてライセンスを取得できる新しいソフト
ウェアや新製品の提供状況を含む、マイクロソフトのライセンス製品やオンライン サービスに関する情報が毎月提供され
ます。

特別な使用権
学生向け特典
すべての教職員 / スタッフが利用できるように特定の製品のライセンスを組織全体で取得すると、同じ組織内の学生にも対
応するサブスクリプション ライセンスを追加コストなしで発注することができます。この特典を利用するには、学生オプ
ションによって Office 365 ProPlus の無償ライセンスを発注します。学生向け特典の Windows Education アップグレー
ド権を利用するには、Windows 10 Education にてご確認ください。
学生向け特典の対象となる製品は以下のとおりです。
ライセンスを組織全体で教職員/スタッフに取得
Office Professional Plus、Office 365 ProPlus または、
Office 365 Education E5
Windows 10 Education アップグレード
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ソフトウェア アシュアランスの自宅使用プログラムの権利
スクール アグリーメントのお客様の場合、自宅使用プログラム (HUP) を通じて、教職員 / スタッフの方が個人所有の デ
バイス を使用して Microsoft Office System デスクトップ PC プログラムを利用することもできます。マイクロソフト ソ
フトウェア アシュアランス (以下の「ソフトウェア アシュアランス」セクションを参照) の特典として HUP は、ユーザー
が自宅使用ライセンスを購入し、自宅での使用時に職場で使用する同じソフトウェアによって生産性を高める低コストの方
法を提供するものです。また、こうしたユーザーはマイクロソフト サポートにアクセスできるので、電話サポートの削減
に役立ちます。ソフトウェアの配布を行う必要がないため、教育機関のお客様は HUP でライセンスを受けた製品を容易に
提供することができます。ソフトウェア アシュアランス特典の管理者が特典を有効にすると、個々の教職員の方は、ライ
センスを受けた製品の発注と送料の支払いをオンラインで行うことができるようになります。
詳細は、ソフトウェア アシュアランスの自宅使用プログラムのページをご確認ください。

ソフトウェア アシュアランス
スクール アグリーメントには、単一のコスト効率の高いプログラムであるボリューム ライセンス用のマイクロソフト ソフ
トウェア アシュアランスが含まれます。これにより、年中無休 (24/7) のサポート、導入計画サービス、ユーザーと技術ト
レーニング、および最新のソフトウェア リリースと独自のテクノロジにより、組織全体で生産性を高めることができま
す。またこれは、マイクロソフト ソフトウェアのスキルを高め、習熟するまでの時間を短縮するのに役立つオンライン ト
レーニングおよび自宅使用ライセンスにより、ユーザーの生産性を向上するための優れた手段になります。IT スタッフが
マイクロソフト テクノロジを効率的に管理するためにソフトウェア アシュアランスでは、Windows Education、24 時間
年中無休の電話および Web によるサポート、教室形式の技術的トレーニングおよび導入計画サービスを含めて、利用可能
時の新しいソフトウェアのリリースおよび独自のデスクトップ テクノロジへのアクセスを提供します。
注: ソフトウェア アシュアランスの特典は、変更されることがあります。現在の特典については、製品条項を参照してください。

スクール アグリーメントを通じて取得するすべてのライセンスは、ソフトウェア アシュアランスの下で自動的に対象にな
ります。ソフトウェア アシュアランスの概要のページをご覧いただき、スクール アグリーメントのお客様が利用可能なソ
フトウェア アシュアランスの特典をご確認ください。

Microsoft Imagine Academy
Microsoft Imagine Academy プログラムは、世界中の認定教育機関向けに設計された年次サブスクリプション プログラム
です。Imagine Academy は、資格認定へ導くための先端技術のスキルの開発を通してスタッフ、教師、学生、職員および
コミュニティの連携をはかる完全なテクノロジ教育ソリューションです。テクノロジを教育するコースやツールの知識を得
るためのフル カリキュラムでは、学生の成功への導きを支援し、基本的なテクノロジ スキルだけでなく、卒業後に IT キャ
リアの探求心のある学生向けや教職員向けのテクニカルコースのトレーニングもお客様へ提供可能です。
Imagine Academy メンバーシップは、教育機関向けマイクロソフト ライセンス 契約認定のすべての教育機関のお客様に
ご利用いただけ、お客様のスクール アグリーメントを通じて Imagine Academy サブスクリプションおよび Microsoft
Certifications を簡単に追加することが可能です。
詳細は、Microsoft Imagine Academy の Web サイトをご覧ください。

学生オプション
スクール アグリーメントの学生オプションは、個人所有のデバイスまたは教育機関が所有する学生専用に割り当てられた
デバイス (例；学期中に学生に貸し出されているラップトップなど) で学生が使用するために、選択した製品のライセンス
を取得できる便利でコスト効率に優れた方法です。
学生オプションでは、特定数の学生のライセンスを取得します。この数は、ライセンス期間中に変更できません。3 年間の
サブスクリプションを選択した場合は、各年次発注の際に、初年度の発注と同数以上の学生を含める必要があります。
以下の方式を使用して学生教職員数を算出します。
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学生

学生職員数

パートタイムの

フルタイムの

+

学生

=

注: 学生に対して オンライン サービスのライセンスを取得する場合、100 % の学生にライセンスを付与する必要はありま
せん。いずれかのサービスにアクセスする個人の各学生にユーザー サブスクリプション ライセンスが必要です

学生向け製品の選択
学生に対して、スクール アグリーメントアプリケーション、システム、または CAL 製品のいずれかを選択できます。選択
する製品は、機関のデバイスに対して選択した製品に一致する必要はありません。

学生の使用権
学生によるライセンス製品の使用には、ライセンス契約の条件が適用されます。定期的に発行される製品条項には、ボリュ
ーム ライセンス プログラムを通じて入手した特定のマイクロソフト製品の現在の使用権に関する詳細な情報が記載されて
います。
学生が製品の使用を許諾されるのは、ライセンス期間中だけです。このライセンスは一時的なものです (つまり、学生がラ
イセンスを所有することはありません)。退学またはサブスクリプション加入契約の期間満了の時点で、学生はライセンス
製品を削除する必要があります。教育機関は、ライセンス製品を配布する際に、所定の使用権について学生に説明する責任
を負います。
コンプライアンス促進のためのガイドラインは、スクール アグリーメントに概説されています。教育機関は上記ガイドラ
インの遵守を条件に、学生によるライセンス製品の削除の不履行に対する責任を免れるものとします。

スクール アグリーメントの更新
サブスクリプション加入契約で 1 年間のライセンス期間を選択した場合、ライセンス取得期間の満了前にリセラーを通じ
て延長発注を提出することにより、スクール アグリーメントの契約期間を更新できます。この発注により、ライセンス期
間がさらに 1 年間延長されます。延長発注の際は、デバイスの台数の更新、製品の選択内容の変更、新規の学生オプショ
ン数の算定 (サブスクリプション加入契約でこのオプションを選択した場合) などを行います。延長発注には、300 ユニッ
トの最小注文サイズが適用されます。
サブスクリプション加入契約で 3 年間のライセンス取得期間を選択した場合、サブスクリプション加入契約の発効日の 1
回目および 2 回目の契約応答日の前に、リセラーを通じて年次発注を提出することにより、スクール アグリーメントの契
約期間を更新します。3 年間のライセンス期間の満了時に、スクール アグリーメントの下でライセンスを継続するには、
新しいサブスクリプション加入契約を締結する必要があります。
サブスクリプションを更新しないことを選択した場合は、ライセンス期間が終了した時点で、次のいずれかを選択できま
す。
ソフトウェアの削除
新規延長発注 (1 年間のオプション) または年次発注 (3 年間、５ 年間のオプション) を行わず、新しい購入申込書に署名
しない場合は、すべてのコンピューターからすべての製品を削除する必要があります。また教育機関は、スクール アグリ
ーメントの開始前にライセンスを取得した製品を使用している状態に戻す必要があります。
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その他の資料
認定教育機関リセラー (AER) の所在地
AER を検索する場合は、https://www.mepn.com/MEPN/AEPSearch.aspx (英語) でマイクロソフトの検索ツールを使用
してください。
米国およびカナダ以外の地域では、www.microsoft.com/ja-jp/licensing/worldwide.aspx でマイクロソフトのローカル
サイトを検索してください。
ソフトウェア アシュアランス
スクール アグリーメントのお客様が受けるソフトウェア アシュアランス特典の詳細については、www.microsoft.com/jajp/licensing/licensing-programs/software-assurance-default.aspx を参照してください。
ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC)
ライセンスの追跡、ボリューム ライセンス キーへのアクセス、ソフトウェアのダウンロード、およびソフトウェア アシ
ュアランス特典の管理については、www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/を参照してください。
教育機関のお客様向けのボリューム ライセンス
スクール アグリーメント または教育機関のお客様向けのその他の割引購入オプションに関してご不明な点がある場合は、
マイクロソフトの Web サイト (www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/licensing-forindustries.aspx) をご確認いただくか、リセラーまでお問い合わせください。
Microsoft Imagine Academy
Microsoft Imagine Academy を通じた学生や教職員の利用について詳細を確認するには、
https://imagineacademy.microsoft.com/?whr=default を参照してください。

© 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved. (2018 年 6 月更新)
このドキュメントに記載された内容は情報の提供みを目的としています。明示または黙かわらず、この内容に関してマイクロソフトはいかなる責任も負わない
ものとします。
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