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はじめに

AXIES包括ライセンスプログラムは、AXIESの正会員様のICT推進をご支援することを目的に、2014年9月1日よ
り提供を開始しております。

この度、2019年11月に貴協議会との契約が満了したことを受け、2019年12月以降の契約内容について、AXIES
運営事務局様と協議を行ってまいりました。

本契約更新に伴い、昨今の大学様におけるICT利活用・整備状況等を考慮し、プログラム適用範囲を大幅に拡大し、
ソフトウェアライセンスだけでなくハードウェア（Surface）およびプレミアサポートについての特別プログラムも提供
開始いたします。

また、弊社パートナー企業様のソリューションについても、特別オファーを本プログラムにてご提供します。

内容をご高覧いただき、ご検討くださいますようお願いいたします。

■改版履歴

版数 発行日 改訂内容

第一版 2019年12月1日 初版発行



AXIES専用特別プログラム 特典概要
 一般社団法人 大学ICT推進協議会(AXIES)と日本マイクロソフト株式会社が共同して提供する、 AXIES正
会員様のICT推進をご支援する特別なプログラムです。

特典提供のための前提条件 ●正会員20大学以上が対象契約を締結していること
※対象契約とは

EESでのMicrosoft 365 Education A3/A5を全学包括契約
（契約推奨製品：Microsoft Azure）

# 特典対象 概要

（1） ソフトウェアライセンス（EES） 最小加入要件の緩和
- 最小250ライセンスからEES契約可能（通常は1000ライセンスから）

（2） ソフトウェアライセンス（EES） Microsoft 365 Education A5 初回契約10％割引提供
- 詳細は担当営業にお問い合わせください

（3） Surface Surfaceデバイス 教育機関向け特別価格提供
- 条件：学校設置用PC
- 対象製品：Surface Go, Pro, Book, Laptop

（４） Surface Surfaceデバイス 期間限定オファー情報のご案内
- マイクロソフトより定期的に実施している期間限定Surfaceオファーの情報をいち早くご案内

↓↓↓以下、特典（5）、（６）は、対象契約（EES・Microsoft 365 Education A3/A5）を全学包括契約いただいているお客様のみ、ご利用いただけます。

（５） プレミアサポート プレミアサポート AXIES専用評価版パッケージの提供
- 6か月での契約提供（通常は最小12か月から）
- 参考お見積り：350万円（正式なお見積りは弊社担当営業にご依頼ください）

（６） パートナーソリューション
（※随時追加予定）

SIOSテクノロジー Azure課金管理アプリ
(https://sios.jp/products/edu/azure-billing.html)
- ①初期導入費用(導入時) 30万円 : セットアップ・組織情報やユーザーの一括登録
- ②サービス利用料(初年度のみ) 36万円→0円 : 問い合わせ窓口（平日9時～17時）
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AXIES専用特別プログラム申し込み方法
特典利用の申し込みは、AXIES事務局様への参加申込書の送付が必要です。 ※Surfaceの特典利用時は不要。

参加申込書の提出 手順

1. ウェブサイトから申込書をダウンロード

2. 記入

3. AXIES事務局へ送付 (office@axies.jp)



特典（１）,（２） ソフトウェアライセンス(EES契約) 概要

１．EES契約 最小加入要件の緩和

 【EES契約における最小加入要件】 教職員（教育対象ユーザー）1000名以上での契約が必要

 【AXIES限定オファー】 教職員（教育対象ユーザー）最小250名から契約可能に！

２．Microsoft 365 Education A5 特別割引の提供

 【AXIES限定オファー】 M365 A５を初めてご契約されるお客様に限り、初回契約10％割引の提供

 なお、弊社卸値価格からの値引きとなり、実売価格はLSPにより決定されます

Microsoft 365 
Education

参考価格(12か月)

価格レベル A B C D

教育対象
ユーザー数※

1,000名~
2,999名

3,000名~
9,999名

10,000~
24,999名

25,000名~

A5
通常参考価格 14,040 円 13,2０0円 12,１２0円 11,５２0円

AXIES特典 初年度10%割引 １２,6３６ 円 1１,8８０ 円 １０,９０８ 円 1０,３６８ 円

A3 通常参考価格 7,560円 7,０８０ 円 6,４８０ 円 6,１２０ 円



Microsoft 365 A3

Office 365 A3

Windows 10 

Education A3

Minecraft: 

Education Edition

EMS E3

年間7,800円/人

Microsoft 365 A5

Office 365 A5

Windows 10 

Education A5

Minecraft: 

Education Edition

EMS E5

年間14,160円/人

Enterprise CALEnterprise CAL

提供製品
• Office 365 ProPlus

• O365 Service (Teams, OneDrive, Exchange etc.)

• Windows 10 Education

• Intune for Education

• Minecraft: Education Edition

特典（１）,（２） 製品概要：Microsoft 365 Education A3/A5
教育や研究、校務に役立つ製品やサービスがすべて揃う、マイクロソフトの教育機関向けICTソリューション



ライセンシングソリューションパートナー一覧（全17社）
EESはマイクロソフト認定の「ライセンシング ソリューション パートナー (LSP)」よりご購入いただけます。
LSP はスムーズな契約締結に関する援助、技術サポート、 マニュアル等の購入手配など、 企業の方々が簡易にソフトウェアを大
量導入し使用するためのサービスを提供いたします。

会社名 お問い合わせ先 電話番号

株式会社インテック マイクロソフトライセンスチーム 03-5665-5165

ウチダスペクトラム株式会社 ソフトウェアライセンス事業推進グループ 0120-86-6134

株式会社大塚商会 共通基盤プロモーション部マイクロソフトグループ 03-3514-7560

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 IT プロダクト企画部 IT プロダクト企画課 03-6719-9518

SoftwareONE Japan 株式会社 ソフトウェアライセンシングエキスパートチーム 03-5369-0140

SB C&S 株式会社 ライセンスコンサルティングセンター 03-6858-5814

デル株式会社 法人営業部 044-556-6050

Dynabook株式会社 国内マーケティング本部 03-5144-3166

豊田通商株式会社 豊田通商システムズグローバルビジネス推進部 050-3142-4246

日本電気株式会社 ビジネス クリエイション本部

DXC テクノロジー・ジャパン株式会社 SLMS (Software Licensing Solutions) 03-6665-0249

日本ビジネスシステムズ株式会社 営業本部マイクロソフト担当 03-6772-4000

日本ユニシス株式会社 総合マーケティング部

株式会社日立システムズ コンタクトセンタ事業部 サプライ・ディストリビューション本部第一サービス部第一グループ

富士ソフト株式会社 MS 事業部 0120-938-817

富士通株式会社
富士通コンタクトライン (総合窓口)
受付時間 9 時～ 17 時 30 分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)

株式会社リコー グローバル購買本部 OSO 購買統括室国内商材統括グループ 044-210-7958

2019年12月時点。最新情報はこちらをご参照ください。 https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/how-to-buy/LSP.aspx

https://partnercenter.microsoft.com/ja-jp/pcv/solution-providers/4295491673/78765_3
mailto:contact@spectrum.co.jp
https://partnercenter.microsoft.com/ja-jp/pcv/solution-providers/4295491037/78063_3
mailto:msg.information@otsuka-shokai.co.jp
http://www.softwareone.com/
mailto:Info.jp@softwareone.com
https://partnercenter.microsoft.com/ja-jp/pcv/solution-providers/4295518783/78487_1
mailto:sbbmb-sbb-lcc@g.softbank.co.jp
https://partnercenter.microsoft.com/ja-jp/pcv/solution-providers/4295491020/78051_1
https://partnercenter.microsoft.com/ja-jp/pcv/solution-providers/4295491274/78571_1
mailto:sales.jp@jbs.com
https://partnercenter.microsoft.com/ja-jp/pcv/solution-providers/4295491023/78041_4
mailto:sien.raisensu.be@hitachi-systems.com
https://partnercenter.microsoft.com/ja-jp/pcv/solution-providers/4295491029/78859_1
mailto:ms-sales@fsi.co.jp
https://partnercenter.microsoft.com/ja-jp/pcv/solution-providers/4295530694/78403_1
https://jp.fujitsu.com/cgi-bin/fjid/formoutput_cs.cgi?FMT=/contact/csform/csque25201/form0010/1
http://www.ricoh.co.jp/
mailto:zpg_solu_rms@nts.ricoh.co.jp
mailto:zpg_solu_rms@nts.ricoh.co.jp
mailto:zpg_solu_rms@nts.ricoh.co.jp
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特典（３）（４） Surface



対象機種一覧 (2019年12月時点)

Surface Go (Wi-Fiモデル) には別途教育機関向け特価型番をご用意しているため、特別割引は適用されません

Surface Go Surface Pro 7 Surface Laptop 3 Surface Book 2



 マイクロソフトは、教育機関向けにSurfaceの特価を提供しています

 対象となる教育機関からの発注であることが適用条件になります

 対象教育機関の定義についてはこちら (Wordファイルが表示されます)

 https://aka.ms/sfbiz-academic-user

 実際の価格については、販売代理店様までお問い合わせください

教育機関向け特別割引適用条件

 教育機関含む法人向けにマイクロソフトが定期的に実施している期間限定オファーの情報をご提供

 オファー内容により、条件・期間は異なります

 例）過去のオファー：Surface Pro タイプカバー相当分無料キャンペーン

その他にも...

https://aka.ms/sfbiz-academic-user


特典（５） プレミアサポート

AXIES限定 評価版パッケージ（Foundationプラン）の提供

 【通常契約】 1年契約・最小約1000万円～提供

 【AXIES限定オファー】 評価版として、6か月契約・参考見積 350万円での提供

 【条件】 EES契約にてMicrosoft 365 Education A3/A5を包括契約していること

 【プラン内容】 詳細は弊社営業にお問い合わせください。

 １．サービス実施管理

 ２．リアクティブサービス：クラウド製品の問い合わせについては時間の制限なし。オンプレ製品は制限あり。

 ３．プロアクティブサービス（Windows 10, Office 365, Azureの中から１つ選択）



プレミアサポートサービスとは

担当者（TAM）グループとサービスセン
ターにより、迅速で効率的・効果的なサー
ビス提供を推進

【ご支援例】
• インシデント管理
• 危機管理
• サービス提供計画、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
など

（AXIES 特別プログラム向けプランではサービス
実施管理はリモートグループ対応となります）

すべてのマイクロソフト製品を対象に、
製品調査、Q&A対応、問題解決支援、ア
ドバイスをご提供

【ご支援例】
• 技術QA対応
• 障害対応支援
• 緊急/重度障害対応

24時間365日体制 / オンサイト対応
• 修正プログラムのご提供
• 仕様変更リクエストの受付 など

効率的な運用や問題未然防止を目的とした
300以上のメニューをご用意

【ご支援例】
• 運用安定化と障害の未然防止のための予防保全活動

およびサービス
• ワークショップ、リスクアセスメントプログラム

AXIES 特別プログラム向けプランでは以下のウェブ
キャストを選択いただけます。
• Office 365 サービス更新ウェブキャスト
• Azure サービス更新ウェブキャスト
• Quality Update Hot Issue ウェブキャスト



リアクティブサービスとは
電話または Web で受け付けし、エンジニアをアサインした製品に関する Q&A や 問題解決サポートをご提供いたします。

ビジネスインパクトのある問題は 24時間体制で対応し、修正プログラムの提供やお客様先でのオンサイトサポートまで対応いたします。

リアクティブサービスは時間制で提供され、問題解決サポート(PRS)とアドバイザリーサービス(ASH) のカテゴリーに分かれます。

お客様

• 問題を解決するための質問
• 使用中の製品に関する質問
• 複数の製品にまたがる質問など

● Azure ● Office 365
●Windows Server ●Windows 10....

• フリー ダイヤル
• Service HUB

お問い合わせ方法マイクロソフト製品に関して質問 サポートエンジニアが調査回答

マイクロソフト

深刻度や問題の内容に応じて迅速に対応を実施
• 深刻な問題は 24 時間受け付け、即時に対応
• 内容に応じて修正プログラムやオンサイト
サポートを提供

必要に応じて、日本社内や米国
本社へのエスカレーションを実施

※2 深刻度の定義についてはサービス規定書に記載いたします。

※1 サポート対象の製品は製品表に記載されたすべての製品を意味します。製品表を、http://www.microsoft.com/licensing/contracts または別途指定する後継サイトに随時掲示します。

問題解決サポート

オンサイト サポート

アドバイザリーサービス

開発サポートアシスタンス

マイクロソフト製品※１に関する使用中の問題に対する復旧支援や製品に関する詳細調査。お客様ビジネス
に影響を及ぼす場合の深刻度1,A（※2）については、夜間や休日を問わず、24 時間 365 日即時にサポート
を実施します。

マイクロソフトのエンジニアがお客様先に出向き、問題解決に必要な情報収集と状況確認を実施。

電話やメールでは判断が難しい問題切り分けや原因究明、効果的な解決策をより迅速に提案できるようにな
ります。

一問一答形式では対応しにくい、アドバイス、根本原因分析およびナレッジトランスファーなどはアドバイザリー
サービスにて短期の電話サポートを提供します。

マイクロソフト プラットフォーム上でのマイクロソフト テクノロジを組み込んだアプリケーションの作成および開
発を支援します。

P
R
S

A
S
H

他社と共同して複雑なマルチベンダー
製品の問題解決を支援します。（他
社製品のサポートは責任対象外）

問題発生時の電話対応や、メモリダン
プ/ネットワークキャプチャ解析などの詳

細調査、オンサイト対応やアドバイザ
リーサービスなど専門家による多様な
サポートサービスをご提供。

Office 365 / Azure については、サブ

スクリプションで提供され購入済み時
間数から差し引かれることはありません
（アドバイザリーサービスを除きます）

問題の原因がメインストリーム サポート

期間中の製品のバグであると判断した
場合、PRS の時間数を差し引きませ
ん。



プロアクティブサービス：AZURE サービス更新管理

サービスアップ更新

ウェブキャスト資料

サービス最新情報

ニュースレター

New Topics

Azure の最新情報獲得のための情報提供を定期的に実施します

サービス更新情報には以下のサービスが含まれます

# ご提供サービス項目 サービス概要

1 ウェブキャストによる
サービスアップデート
情報提供

• Skype for Business によりご参加いただく Web Cast 形式のテクニカルミーティングです
• Azure のサービスアップデート情報をデモを交えてご説明します
• 本ミーティングには、他社様も出席されます
• ご予定が合わない場合は録画でご視聴いただけます

2 Web Cast資料 • Web Cast で解説を行った資料を提供します

3 サービス最新情報
ニュースレター

• New Letter 形式のサービスアップデート情報資料です
• 公開情報を日本語化、整理して提供致します

4 New Topics • Azure サービス提供,機能拡張、リタイア関連の最新情報を提供します。
• サポートからの情報発信内容のご提供を行います。
• IP , URLの変更情報を提供致します



✓ 予定されている更新内容を事前に連絡し、お
客様環境への影響についてディスカッション
を実施

✓ 最新バージョンへのスムーズな移行を実現す
る変更管理を支援

✓ 変更によるサービスの中断やビジネスへの影
響を最小限に抑える

サービス 更新管理ディスカッションおよびサービるス
レビューにおいて、お客様担当TAM が予定されてい更
新内容とそれによる組織への影響可能性を説明します。

情報
入手

計画
策定

対応
実施

クラウドサービス向けサービス実施管理

頻度：毎月一回、各回 90 分間（60 分間のプレゼンテーションと 30 分間の QA）

サービス更新ウェブキャスト

プロアクティブサービス：Office365 サービス更新管理



プロアクティブサービス： Quality Update Hot Issue Webcast

Quality Update – WaaS Hot Issues Webcast 

毎月 Webcast 形式にて、次の 3 点をご案内します。
• バグ フィックスによるリグレッションの有無やその対処方法
• 含まれる重要な変更の内容をかみ砕いてご説明
• 弊社に多く寄せられているお問い合わせやトラブルとその対処方法

この Webcast に参加いただくことで以下の判断情報を得ることができます。
• 自社の運用に影響を与えるリグレッションの有無とその対処方法
• 実装の変更による自社システムへの影響の有無とその対処方法
• 構築や運用に関わるお問い合わせの内容とその対処方法

Skype for Business 経由の Webcast
Webcast 内でご紹介するアップデートが記載された資料

Feature Update

機能更新プログラム

(年 2 回)

Quality Update

品質更新プログラム

(月例)

Quality Updateを

毎月ウェブキャストで解説

※Feature Update に対しては別途オプションメニューがございます。



お見積り例 ご契約期間6カ月

プロアクティブ サービス

・ウェブキャストによる情報提供

サービス実施管理 (SDM) 地域：日本

標準レベル/グループモデルによるサービス実施管理
• サービス イントロダクション（ご契約開始月：リモート）、サービスレビュー（ご契約３か月後：リモート）
• サービス提供計画、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

リアクティブサービス

• 問題解決サポート

• アドバイザリーサービス

プレミア サポート サービス料金 (消費税抜き) 3,500,000円～

AXIES 特別プログラム向けの構成となります。
上記見積はサンプルとなり、正式見積では価格が異なる場合がございます。

上記サービスおよび用語は www.microsoft.com/en-us/microsoftservices/support-consulting-services-description に掲載するサービス
規定書をご覧ください。

35時間

5時間

6回分

プレミアサポートのお見積りは弊社営業による個別お見積りとなります。下記はお見積りの一例となります。



特典（５） プレミアサポート AXIES特別プログラム見積もり取得方法

 サポート サービスに関するご質問・お見積りのご依頼は、弊社担当営業または下記までお問い合わ
せください。

TEL : 0120-17-0196  FAX : 0120-74-0196
営業時間 : 9:00 ～ 17:30 (土日祝日、弊社指定休業日を除く)

 ご契約前までに、AXIES事務局様へ参加申込書の送付が必要です。



特典（６） AZURE 課金管理サービス 【サイオステクノロジー社提供 】

サイオステクノロジー社から、AXIES限定オファーを提供

https://sios.jp/products/edu/azure-billing.html

https://sios.jp/products/edu/azure-billing.html


AXEIS包括ライセンスプログラムに関するご質問は以下までお寄せください。

AXIES包括プログラムサポートデスク axies@microsoft.com

MICROSOFT CONFIDENTIAL 本資料には、マイクロソフトの秘密情報が含まれます。本資料は、お客様の組織内で合理的に知る必要のある関係者のみが閲覧できるものとし、マイクロソ
フトの承諾がない限り、それ以外の第三者に対して、開示、共有等してはならず、また複製も禁じられます。
本資料は情報提供のみを目的としており、本資料に記載されている情報は、本資料作成時点でのマイクロソフトの見解を示したものです。状況等の変化により、内容は変更される場合がありま
す。本資料の記載内容（提示されている条件等を含みます）は、弊社での社内承認、および/またはお客様との有効な契約締結を経たうえで最終的に確定されます。それまでは、正式に発効する
ものではありません。 また、本資料に記載されている価格はいずれも、別段の表記がない限り、参考価格となります。お客様の最終的な購入価格は、お客様のリセラー様により決定されます。
マイクロソフトは、本資料の情報に対して明示的、黙示的または法的な、いかなる保証も行いません。
© 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

受付時間 9:00～17:30
（土日祝祭日、
弊社指定休業日を除く）

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

製品・ライセンスプログラム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。

■インターネットホームページ

■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

■マイクロソフト ボリュームライセンス購入後サポートセンター

https://www.microsoft.com/ja-jp/education

0120-41-6755

0120-737-565  


