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カスタマーガイド 

Microsoft Business Center では、ソフトウェア アシュアランスや一部の Microsoft オンライン サービスによってお客

様が得られる特典を表示したり、詳細を確認できます。 

 

開始するには、Business Center にサインインして、トップメニューから [インベントリ] を選択し、[インベントリの

管理] を選択します。 
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概要 

このクイック スタート ガイドでは、Business Center でソフトウェア アシュアランス特典とサービス特典について表
示、確認し、またこの特典を利用する手順について詳しく説明します。組織に代わって特典を管理するMicrosoft  パ
ートナー権限を与える方法についての説明もあります。 

マイクロソフト ボリューム ライセンスのお客様には、さまざまな特典が付与されます。特典の種類は多岐にわたりま
す。例としては、オンラインまたは対面トレーニングを提供する特典、ダウンロード可能なソフトウェアを提供する
特典、お客様が既に登録またはライセンスしている製品を贈呈または強化する追加サービスを提供する特典などがあ
ります。 

 

 

Business Center の [ソフトウェア アシュアランス特典とサービス特典] セクションでは、以下を確認できます。 

 既に利用可能な特典。 

 利用資格を有している可能性がある追加の特典。 

 各特典の要約説明。 

 特典の量の計算方法 (該当する場合) など、各特典に関する詳細情報へのリンク。 

 各特典を利用するための詳しい手順。 

 特典に応じて提供されるその他の機能。 

 

特典を表示する 

まず、全特典のリストを確認することから始めます。 

1. Business Center ホームページに移動して[インベントリー]のドロップダウンメニューから [インベントリーの管
理] を選択します。 
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2. 複数の購入アカウントを保有している場合は、特典を確認する購入アカウントをドロップダウン リストから選択

します。 

3. 既定では、[ライセンスとサービス] タブがページに表示されます。[ソフトウェア アシュアランス特典とサービス

特典] というラベルが付いたタブを選択します。 

4. [特典] というタイトルのリストを表示します。各特典の簡単な説明を表示するには、[説明] を選択します。 

 

特典のメイン ページには、すべての特典のリストが表示されます 
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このページの中央の列には、既に利用した各特典の量と残っている特典の量に関する情報が表示されます。 

右側の列には、ソフトウェア アシュアランス アクセス ID、プログラム コード、アクセス コード、その他の識別

情報など、特典に関する特定の情報が表示されます。情報の種類は特典によって異なります。右側の列には、受

け取る可能性があるアラートも表示されます。たとえば、特典を利用する前に実行する必要があるアクションな

どです。 

 

特典の測定方法 

各特典の測定方法は特典によって異なります。 

 年中無休 (24x7) の技術サポートの電話および Web サポート特典はインシデントの数で測定されます。  

 E-Learning 特典は、受講者の数で測定されます。 

 グローバル サービス モニター (GSM) 特典は利用可能なダウンロードの数で測定されます。 

 自宅使用プログラム (HUP) 特典はライセンスの数で測定されます。 

 Dynamics CustomerSource 特典は測定されません。 

 Multi-Language Pack for Microsoft Office 特典は利用可能なダウンロードで測定されます。 

 計画サービス特典は計画の日数で測定されます。 

 トレーニング受講券特典はトレーニングの日数で測定されます。 

 Windows Thin PC 特典は利用可能なダウンロードの数で測定されます。 

 

利用資格を有している可能性がある特典を確認する 

[お客様が利用資格を有している可能性がある追加の特典] として一覧表示されている追加の特典を確認するには、[特

典] の下にページをスクロール ダウンします。これらの特典を入手する方法を確認するには、パートナーにご連絡く

ださい。 

以前にこの特典を有していたものの、有効期限が切れている場合があります。この場合は、この特典の有効期限は切

れていますというメッセージが表示されます。 
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特典の管理のためのMicrosoft  パートナー権限を与える 

ご自身で管理したくない場合は、あなたの組織向けの特典を管理するよう、Microsoft  パートナーに依頼することがで

きます。パートナーが同意した場合、権限をあなたにリクエストする必要があります。これは Business Center にて許

可もしくは拒否を選択できます。 

パートナーは、ボリューム ライセンス センターでリクエストすることのできる、この特典の管理のリクエストを送付

する必要があります。一旦リクエストが送られると、Business Center でこれに応対することができます。 

特典を管理する権限をパートナーに与える場合、パートナーは次のアクションをユーザーの代理として行います: 

 権限を与えるドメインの追加と削除 

 アクセスコードをユーザーに送信 

 権限を与えたユーザーの追加、編集、削除 

 権限を与えるドメインの追加と削除 

 トレーニング受講券の割り当ておよび取り消し 

 ソフトウェアのダウンロードおよびプロダクト キーの表示 

 将来的にリリースされる追加特典の管理 

複数のパートナーに特典の管理を依頼し、いつでもこれら権限をキャンセルすることができます。 

許可を付与する方法: 

1. Microsoft  パートナーが特典を管理する権限をリクエストしたと聞いたら、Business Center  のリクエストを

探します。特典を管理する権限の許可を求められている場合、Microsoft から通知も送られてきます。 

2.  [ソフトウェア アシュアランス特典とサービス特典] というタブに進みます。 

3. [特典] で、 [パートナーの特典許可を表示および編集] と書かれたリンクをクリックします。リンクが見当た

らない場合は、特典を管理するリクエストがパートナーからまだ送られていません。ボリューム ライセンス 

パートナー センター でリクエストを送るようパートナーに連絡してください。
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4. 選択したこのリンクから [パートナーが管理する特典] ページに進めます。ここではパートナーからの特典を

管理する権限のリクエストで許可したものや保留しているものが表示できます。 

 

 

5. 必要な [保留中] のリクエストを見つけて、[ステータスを変更] ドロップダウンメニューから [リクエストを

承認] もしくは [リクエストを拒否] をクリックします。確認したら、[送信] をクリックします。 

 
 

6. パートナーが特典を管理することができる権限を承認したことを確認をする、画面のトップに表示されるメ

ッセージを探してください。Microsoft は権限を承認したことをパートナーに通知します。 
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パートナーが特典を管理する権限を取り消す 

パートナーが特典を管理する権限を取り消すこともできます。  

1. [パートナーが管理する特典] ページへ進むには上記インストラクションに従ってください。  

2. 必要な [承認済み] のリクエストを見つけて、 [ステータスを変更] ドロップダウンメニューから [リクエスト

を承認] をクリックします。確認したら、[送信] をクリックします。 

 

 

3. 代理としてパートナーが特典を管理することができる権限を取り消す確認をする、画面のトップに表示され

るメッセージを探してください。Microsoft はパートナーにこの変更も通知します。 

 

 

特典の利用方法の詳細を確認する 

ソフトウェア アシュアランス特典とサービス特典は多種多様であるため、さまざまな特典の機能とその利用方法に関

する情報をご利用になれます。詳細情報へのリンクを使用して各特典の詳細を見つけることができます。 

1. 特典の詳細を表示するには、各特典リストの一番右にある矢印をクリックします。  

 

特典の詳細とその利用手順を表示するには、右向きの矢印をクリックします 
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2. そうすると、特典を利用するための手順が記載されたページが表示されます。この手順の内容は主に管理者向け

で、組織のユーザー向けに特典を設定する方法を示しています。エンド ユーザーは通常、Business Center のこれ

らの特典ページにアクセスすることはないため、この手順はエンド ユーザー向けに書かれたものではありません。 

 

特典の詳細ページには、組織のユーザー向けに特典を設定する方法を管理者に示す手順が記載されています 

 

 各特典詳細ページには、特典のメイン ページと同じく、お客様が既に利用した特典の量と残っている特典の量に

関する情報、およびソフトウェア アシュアランス アクセス ID やプログラム コードなどの特定の特典に関する識

別情報が表示されます。 

 一部の特典詳細ページには、特典の利用方法を指示する手順へのリンクが含まれており、これらの手順は管理者

がエンド ユーザー (参加者) に送信できます。たとえば、[自宅使用プログラム] ページには、エンド ユーザーが購

入資格を有する Microsoft Office のコピーをダウンロードしてインストールする方法を、管理者がエンド ユーザ

ーに指示するために送信できる手順が含まれています。 

 一部の特典詳細ページには、特典を利用するためにユーザーの電子メール アドレスに必ず含まれている対象ドメ

イン名に関する情報が含まれています。 

 一部の特典詳細ページには、該当する特典に固有のその他の情報が含まれています。 
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特典ユーザーを追加または削除する、または手順を再送信する 

一部の特典ページ (年中無休 (24x7) の Web または電話による技術サポートの特典ページなど) では、特典ユーザーを

追加することができます。  

お客様がユーザーを追加できる場合は、[ユーザーの追加] というラベルの付いたボタンが特典詳細ページに表示され

ます。(ユーザーの追加は一部の特典には適用されません)。お客様がユーザーを追加できる場合は、ユーザーを削除す

ることもできます。 

1. 特典詳細ページを開く特典の右向き矢印をクリックします。  

2. [ユーザーの追加] ボタンが表示される場合は、追加する新しい特典ユーザーの情報を各フィールドに入力し

て [ユーザーの追加] をクリックします。  

3. 既存のユーザーを削除するには、ユーザーを選択し、[アクション] で [ユーザーの削除] を選択します。  

4. 特典によっては、ユーザーへの [手順の再送信] オプションも表示される場合があります。 

 

一部の特典ページでは、特典ユーザーを追加できます 

 

特典の計算方法を確認する 

各特典の計算方法は特典によって異なります。特典の計算方法を確認する方法は次のとおりです。 

1. 特典の詳細ページで [計算方法を表示] をクリックします。 
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2. そうすると、特典の計算方法を説明する計算ページが表示されます。  

 

計算ページには、各特典の計算方法が表示されます 

 

3. 必要な場合は、一部の特典計算ページで [トランザクション履歴のエクスポート] をクリックしてトランザク

ションのスプレッドシートをエクスポートすることもできます。  

 

特典のリスト 

次に、このガイドの執筆時点で提供されているソフトウェア アシュアランス特典とサービス特典を示します。将来は、

現時点より多くの特典が利用可能になる可能性があります。利用資格を有する可能性がある特典に関する詳細につい

ては、パートナーにお問い合わせください。 

 

 年中無休 (24x7) の技術サポート - 電話 

この電話サポート サービスでは、Microsoft サポート サイトを使用するか、Microsoft サポートに電話して、技術

サポート リクエストを開くことができます。この電話サポートは、すべての Microsoft Server、Windows、およ

び Office 製品でご利用いただけます。 

年中無休 (24x7) の電話サポートの詳細を確認する 

 

http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/support.aspx
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 年中無休 (24x7) の技術サポート - Web 

このオンライン サポート サービスでは、Microsoft サポート サイトを使用して、Web 経由で技術サポート リク

エストを開くことができます。このサービスでは、使用中の Microsoft 製品の中からサポートが必要なものを選択

することができます。 

 
年中無休 (24x7) の Web サポートの詳細を確認する 

 

 E-Learning 

Microsoft E-Learning は、Microsoft の優れたテクノロジに関して自己のペースで学習でき、インタラクティブな

トレーニングを提供する Microsoft のオンライン トレーニングです。このオンライン トレーニングにより、社員

は現在の Microsoft ソフトウェアを使用して生産性を高めるために必要なスキルを修得し、将来のバージョンに備

えることができます。 

ソフトウェア アシュアランス向けの Microsoft E-Learning の詳細を確認する 

 

 グローバル サービス モニター 

System Center のグローバル サービス モニターは、ソフトウェア アシュアランスのお客様のみが利用できるサー

ビスです。このクラウド サービスを利用すると、System Center 2012 のアプリケーション モニタリング機能を、

組織の独自のネットワーク境界を越えて拡張できます。グローバル サービス モニターでは、Windows Azure のポ

イント オブ プレゼンスを使用して外部要因を監視および特定し、エンド ユーザーの Web アプリケーション エク

スペリエンスの正確な反映を提供するのに役立ちます。 

グローバル サービス モニターの詳細を確認する 

 

 自宅使用プログラム 

自宅使用プログラム (HUP) を利用すると、社員が最新バージョンの Microsoft Office スイートまたはアプリケーシ

ョンを低コストでダウンロードして取得し、自宅のコンピューターで使用できます。社員が自宅と職場で同じソ

フトウェアを使用すると、自然とスキルが高まり、生産性の向上が促進されます。 

Microsoft 自宅使用プログラムの詳細を確認する 

 

 Microsoft Dynamics CustomerSource  

この Microsoft Dynamics のお客様向けに特別に設計されたユニークなオンライン ポータルからツールおよびリソ

ースにいつでもアクセスできることで、ユーザーの受け入れが促進され、社員の生産性が高まります。

CustomerSource は、専門家の知見やプロアクティブ ツールなどの主要な提供元です。  

http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/support.aspx
http://www.microsoft.com/learning/sa
https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/licensing-programs/software-assurance-by-product.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/home-use-program.aspx
http://www.microsoft.com/dynamics/customer/en-us/access-customersource/default.aspx
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 Multi-Language Pack for Microsoft Office 

Microsoft Office Multi-Language Pack により、40 か国語のユーザー インターフェイス (UI) をサポートする 1 つの 

Office イメージを展開し、コンテンツの作成や編集を行うユーザーに、強力な校正ツールとセルフ ヘルプ機能を

提供できます。Language Pack は、好みの言語で Office をカスタマイズすることができます。  

Multi-Language Pack の詳細を確認する 

 

 計画サービス 

ソフトウェア アシュアランスの計画サービスでは、次回の Microsoft テクノロジ展開の計画に役立つ専門知識が

オンサイトで提供されます。展開計画コンサルタントは、一連の Microsoft ソリューションの組織内、クラウド、

またはハイブリッド環境への最適な展開方法について評価するのを支援します。 

計画サービスの詳細を確認する 

 

 トレーニング受講券 

この受講券を利用すると、Microsoft ラーニング パートナーが指導、Microsoft のエキスパートが作成したインス

トラクター主導のコースを IT スタッフが受講できます。この詳細なコースは、IT スタッフによる新しいソフトウ

ェアの展開、管理、およびサポートを支援するように設計されています。 

トレーニング受講券の詳細を確認する  

 

 Windows Thin PC 

Windows Thin PC を利用すると、お客様は占有領域の小さい Windows 7 のロックダウンされたバージョンを提供

することにより、既存の PC をシン クライアントとして再利用できます。 

Windows Thin PC の詳細を確認する  

https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/licensing-programs/software-assurance-by-product.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/planning-services-overview.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/training-vouchers.aspx
http://www.microsoft.com/windows/enterprise/products/windows-7/default.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/licensing-programs/software-assurance-by-product.aspx
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計画サービスからトレーニング受講券への変換 

計画サービスの日数を増やすには、トレーニング受講券を計画サービスに変換することができます。(すでに計画サー

ビスをご利用でないとこのサービスを受けていただけません。) 

 
注: 特典を代理で管理する許可をしている場合には、Microsoft Partner がこの変換を代わりに行うことができ

ます。  

 
この変換を行う方法を以下に説明します。 

 

1. Business Center ホームページに移動して[インベントリー]のドロップダウンメニューから [インベントリーの管

理] を選択します。 

 
 

2. 複数の購入アカウントを保有している場合は、特典を確認する購入アカウントをドロップダウン リストから選択

します。  

3. 既定では、[ライセンスとサービス] タブがページに表示されます。[ソフトウェア アシュアランス特典とサービス

特典] というラベルが付いたタブを選択します。  

4. 特典一覧で[計画サービス]を探しだし、行の一番最後にある矢印を選択します。使用済みの計画サービスの日数と

残りの日数に注意してください。 
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5.  [計画サービス]ページで、[特典の変換]を選択します。これにより、計画サービスの日数の一部をトレーニング受

講券に変換できます。  

 

 

6. ポップアップフォームで、作成したい計画サービスの追加日数を入力します。トレーニング受講券の 3日分が計

画サービスの 1日分に相当します。このフォームで、お持ちのトレーニング受講券の数をもとに、作成可能な計

画サービスの日数が分かります。この数字よりも大きい数字を入力できません。  
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また、このフォームで、変換後のトレーニング受講券の残りの日数も通知されます。 
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作成する計画サービス日数を入力した後に、[変換]を選択してください。  

特典一覧に、新たに設定された計画サービスの日数と、差し引かれた後のトレーニング受講券の日数が表示され

ます。  

 

 

注:後で気が変わった場合に、トレーニング受講券の一部を計画サービスの日数に変換することができます。これ

には、トレーニング受講券の特典ページに移動して、変換を選択します。 

以前の変換を元に戻す以外に、トレーニング受講券を計画サービスに変換することはできません。 
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