私学中高
向け

ソフトウェアのお得な購入プログラムのご案内

プライベート スクール アグリーメント
購入ガイド

日本マイクロソフト株式会社
パブリックセクター

プライベート スクール アグリーメントとは
財団法人 日本私学教育研究所と日本マイクロソフト株式会社が合意し、さまざまな形で私立の中学校、高等学校等での
ICT 推進をご支援する施策です。一番のメリットは、各学校がソフトウェアライセンスの購入価格を、これまでより
15％※ 削減できるという点です。本プログラムの対象となるお客様は、各都道府県私学協会に加盟している私立中学校、
高等学校等となります。
※ マイクロソフトの出荷価格が 15％ Offになります。正確なお見積りは販売店を通してご確認ください。

概要
●ライセンス●
プログラム：スクール アグリーメント 3.5

対象製品： Desktop School Platform
(Office, Windows UPG, Core-CAL or E-CALセット製品
標準でソフトウェア アシュアランス付)
価格レベル B ※通常のスクール アグリーメントより、さらに 15％ Off
契約年数
1年 ※3年、5年はご要望により対応いたします。
契約単位
学校全体 ※PC 教室、職員室、その他施設等の利用はご相談ください。

●専用窓口●

初回のご連絡は、E-mail にてお願いいたします。

●ライセンス管理●

psa@microsoft.com
時間
平日 9:30~17:00
方法
電話、E-mailによるオペレーター対応
サービス内容
本ライセンス購入に関するコンサルティング

●生徒向けサービス●
プログラム
案内方法

Dream Spark ※1、 生徒向けキャンペーン

マイクロソフトより日本私学教育研究所へ、生徒向けキャンペーン
立案時にご案内
※1 学生の皆さんを対象にしたソフトウェア開発製品、アプリ
ケーションデザイン製品などの無償提供プログラムです。

内容
時期

ライセンス購入履歴の送付
年1度
※契約更新のタイミングで事前にお知らせいたします。

●セミナー対応●
内容 年間
プログラム

3 回までセミナー実施

ライセンスに関わること、製品に関わることなど、マイクロソフト
に関する内容であればアレンジ可能
提供場所

本社（品川）、各支店（福岡、広島、名古屋、大阪、仙台、高崎、
北海道）の会議室貸出可能 ※ 2カ月前に要申請
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プライベート スクール アグリーメントのメリット
ライセンス管理が簡単に！
プライベート スクール アグリーメントでは、ソフトウェアライセンスをまとめて購入す
ることで、ライセンス管理が容易になり、管理者の手間が省けます。また、ライセンス管
理がシンプルになることで、コンプライアンスの遵守にもつながります。さらに、全国で
まとまることで有利な価格が設定されます。

専用窓口で購入～メンテナンスまで安心！
プライベート スクール アグリーメント専用窓口を設置（psa@microsoft.com）、電話
にてライセンスコンサルタントが貴学にあったライセンス調達方法をご提案いたします。
また、フォローサービスとして、ライセンス保有状況を年に一度ご連絡いたしますので、
安心して継続的にご利用いただけます。

各種サービスも充実！
プライベート スクール アグリーメントでご購入のお客様を対象に、年 3 回までの実施が
可能なプライベート セミナーのご提供や、お得な生徒向けキャンペーンのご案内等、順
次さまざまなサービスを展開していく予定です。
※ セミナーをご希望のお客様は、2カ月前までに、
プライベート スクール アグリーメント事務局へお問い合わせください。psa@microsoft.com
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プライベート スクール アグリーメント詳細
対象：各都道府県私学協会に加盟している私立中学校、高等学校等
提供製品： Desktop School Platform

提供プログラム： School Agreement ： B レベル
ライセンス契約の有効期間： 1 年間 (その後毎年の更新)

Desktop School Platformとは
Desktop School Platform は、主要なクライアント製品をよりお得にご購入できるようにまとめたパッケージ製品です。
Desktop School Platform には下記の 3 製品が含まれます。
・Office Professional Plus

・Windows Professional Upgrade*

・Core CAL Suite

*School Agreement で標準に装備されているソフトウェア アシュアランスの特典によって、Windows 7 Enterprise もご利用いただくことが可能です。

Desktop School with Enterprise CAL

■導入価格比較 （対象クライアント PC が 100 台、1 年契約の場合）
（千円）
7000

Desktop School Platform は、上述の
Platform の中で、CoreCAL の代わりに
Enterprise CAL をセットした製品もご用意し
ております。

6000

約 32％ 割安

660,000円
5000

530,000円
スクール アグリーメント

Desktop School Platform

450,500円

※左記の金額は、対象クライアント PC100 台に、Windows 7、
Office 2010、ならびに Core CAL Suite(Windows Server CAL、
SharePoint Server CAL、Exchange Server CAL、System
Center Configuration Manager CAL)を導入した場合の参考価格
で試算しています。
※実際の価格は、販売会社にお問合わせください。

プライベート スクール アグリーメント
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購入の手順 (お客様向け)
プライベート スクール アグリーメントは、以下の手順で簡単にご購入いただけます。

お客様

リセラー様
「プライベート スクール アグリーメント」
にて購入の旨をご連絡ください。

申込書をお送りいただいたリセラーより契
約書が届きます。

必要事項をご記入のうえ、契約書をリセ
ラーにお送りください。

発注確認書を元に、オンラインでライセン
ス情報の確認、使用開始手続きを行ってく
ださい。
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購入の手順 (リセラー様 + 流通会社様向け)
プライベート スクール アグリーメントの発注方法は以下となります。

お客様

リセラー様

「プライベート スクー
ル アグリーメント」に
て購入の旨が記載され
た申込書が届きます。

流通会社様

「プライベート スクー
ル アグリーメント」
「価格 B」を適用の旨
を連絡します。

マイクロソフト

メールにて以下情報を
記載の上、事務局
(psa@microsoft.com) に
確認を実施します。
記載事項

■学校名
■数量
■利用開始日

以降、通常の
スクール アグリーメントと
同様の調達フローとなります。

契約書作成 Tool より
契約書作成依頼を実施
します。備考欄に「プ
ライベート スクール
アグリーメントに係る
変更契約書有」と記載
してください。

■製品
■使用サイト
■利用年数

確認が完了しましたら、
基本契約番号を通知い
たします。

※通常 2 営業日以内
にご連絡いたします。

* リセラー様は、発注につきご質問がある場合は、流通会社様へお問い合わせください。
* 流通会社様は、ご質問がある場合は、プライベート スクール アグリーメント事務局（psa@microsoft.com）へお問い合わせください。
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エデュステーション パートナー
本プライベート スクール アグリーメントは、どのリセラー様からでもご購入が可能です。
◆ Core-CAL suite や Enterprise-CAL suite に含まれるシステム構築も合わせてご検討のお客様へは
下記、エデュステーションパートナーをご紹介いたします。

株式会社内田洋行

株式会社システムディ

株式会社デジタル・ナレッジ

担当部署

サービス＆サポートビジネス企画部

担当部署

学園ソリューション事業部

担当部署

企業URL

http://www.uchida.co.jp/

企業URL

http://www.systemd.co.jp/

企業URL

http://www.digital-knowledge.co.jp/

E-mail

sales@study.jp

E-mail
TEL

school@uchida.co.jp

03-5634-6707

FAX

03-5634-6879

株式会社大塚商会
担当部署

LA 事業部 文教支援課

企業URL

http://www.otsuka-shokai.co.jp/

E-mail
TEL

kanbun-h@otsuka-shokai.co.jp

03-3514-7521

FAX

03-3514-7539

京セラ丸善システム
インテグレーション株式会社
担当部署

企業URL
E-mail
TEL

文教事業本部室

http://www.kmsi.co.jp/kmsi/
bunkyo@cd.maruzen.co.jp

03-6414-2864

FAX

03-6414-2891

E-mail
TEL

sales@systemd.co.jp

075-256-7585

FAX

075-256-7590

シャープシステムプロダクト
株式会社
担当部署

PS 事業第 6 営業部

企業URL

http://www.sharp-ssp.co.jp/

E-mail
TEL

ozaki.yoshihiko@sharp.co.jp

06-6625-3233

FAX

担当部署

ICT ソリューション事業部

企業URL

http://www.skymenu.net/

TEL

info@skymenu.net

06-4807-6382

FAX

03-5215-1131

FAX

03-5215-1132

日本電気株式会社
担当部署

文教ソリューション事業部

企業URL

http://www.nec.co.jp/

E-mail

webmaster@elsd.jp.nec.com

06-6625-1854

Sky 株式会社

E-mail

TEL

教育サービス事業部

富士電機 IT
ソリューション株式会社
担当部署

文教システム事業本部 営業支援部

企業URL

http://www.fujielectric.co.jp/fsl/

E-mail

06-4807-6376

TEL

Edu_info@fisl.jp

03-3552-7313

他にもさまざまな認定パートナーを検索することができます。
Microsoft Pinpoint
http://pinpoint.microsoft.com/ja-JP/Default.aspx

FAX

03-3552-7295
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お問い合わせ

プライベート スクール アグリーメントに関するご質問は以下までお寄せください。

プライベート スクール アグリーメント事務局

psa@microsoft.com

© 2011 Microsoft Corporation. All rights reserved.
※ Microsoft、Microsoft logo、Pinpoint、 SharePoint 、Windows、Windows logo、Windows Server 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。
※ その他、記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
※ 記載の内容は 2011 年 3 月現在のものです。内容については予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

製品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 http://www.microsoft.com/japan/
■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 0120-41-6755
■マイクロソフト ボリュームライセンスコールセンター
0120-737-565
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

日本マイクロソフト株式会社
パブリックセクター
〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー

受付時間 9:30～19:00（平日12:00～13:00、土日祝祭日、弊社指定休業日を除く）
受付時間 9:30～19:00（平日12:00～13:00、土日祝祭日、弊社指定休業日を除く）

