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概 要 



プライベート スクール アグリーメント (PSA)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、日本電気

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。 

2011年4月よりスタートしましたが、各学校のニーズにより対応できるよう2012年度用にご提供メニューを拡充致しました。 

各都道府県私学協会に加盟している私立中学校、高等学校の皆様には、マイクロソフトの対象ソフトウェアが15%Off*、NEC

の学割パソコン(特別モデル) をご購入頂くことができます。 
*マイクロソフトの出荷価格。正確な価格は販売店様よりご確認ください。 

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。 

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。 

NECの学割パソコンは量販店での購入とは違う充実のサポート体制。 
年中無休 ３６５日  ９：００～２２：００までのサポート体制。帰宅後や休日学習でも安心。 
機器操作からソフトウェアの使用方法まで何度でも利用可能。 
電話だけでなく、リモートサポート（画面共有）も対応します。 

OSやOfficeの最新版が発売された場合、お客

様のご都合に合わせていつでもバージョン

アップ頂くことができます。 

対象製品のスクールアグリーメントは、4割

近くの私立学校で採用されています。 

財団法人 私学教育研究所で取り纏めて頂いたことで、学校単

位の契約でも大規模ユーザー様と同様のディスカウントを実現

しています。 

ボリュームディスカウントを実現! 常に最新バージョンが利用可能! 

専用窓口を設置!  ライセンス管理が簡単! 

生徒用、学割パソコンをご提供 

プライベート スクール アグリーメントのご案内 
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PCルームや教室用に 

ソフトウェア ライセ

ンスを揃えたい 

学校用 

生徒PC用 

目的に応じて選べるプログラム 

• 生徒全員に 

PCを持たせたい 

• 自宅学習でも 

PCを活用したい 

各学校の目的に応じて、学校用、生徒用、更にオプションメニューから必要な製品を選択頂けます。 

基本メニューの学校用ライセンス、生徒PC用ライセンスから少なくとも1つ選択頂いた上で、オプションメニューの各製品・サービスをお選びく

ださい。尚、プログラム個々の詳しい説明は「詳細編」(9ページ) をご覧ください。 

学校で必要な主要製品をセット 

常に最新版利用可能 

生徒用のライセンス 

デスクトップ スクール プラット

フォームと同じ製品セット 

生徒用の特別モデル 

A4、B5、タッチパネル式等各種ご用意 

学生オプション 

IT アカデミー 

Exchange Online 

Intune 

メールシステムを 

導入したい 

資格取得を 

推進したい 

包括的な 

PC管理や 

セキュリティ対策を 

行いたい 

生徒PC用ライセンス 

基本メニュー オプションメニュー 

NEC 学割パソコン 
生徒向けのPCを

学校でまとめて

揃えたい 

スクール アグリーメント 

デスクトップ  
スクール 

プラットフォーム 

学校用ライセンス 

無償 (メール・カレンダー機能) 

基本① 

基本② 

OP① 

OP③ 

OP④ 

OP② 
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プログラム詳 細 



スクールアグリーメント 
デスクトップ スクール プラットフォーム 

基本① 

マイクロソフト スクールアグリーメント (SA) は、教育機関内でのライセンス取りまとめを前提とした
プログラムです。 

• 主な特徴 

– 1 年間, 3 年間, 5 年間の非永続ライセンスを提供します。 

– サブスクリプション形式により、初期導入費用を最小化. 

– 常に最新のバージョンを利用可能。 

– ライセンスの管理が容易 

プログラム スクール アグリーメント 3.5  
スクールアグリーンメントは、契約期間中、ソフトウェアの利用料をお支払いいただく、サブスク
リプション形式のライセンス。 
学校、学校法人内の特定施設などにあるすべての PC (10 台以上) に包括契約を希望する場合に、
初期費用を最小化した形で提供 

対象製品 Desktop School Platform 
Office (Excel, Word, PowerPoint, Access等),  
Windows アップグレード, Core-CAL または 
Enterprise-CALのセット製品 

契約年数 1,3,5年からお選び頂けます。 

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。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/education/license/sa/default.aspx 7 



学生オプション 基本② 

PC取り纏めご購入* 
→PCは個人所有 
学生オプション 
ご契約 
→ライセンスは学校契約 

配布 

学校 

授業 

家庭 

課外活動 

学生オプションは、在籍する学生が個人専用で使用するパソコンにインストールして御使用いただけ
ます。 
 
学校が在校生全員に同じPC環境を提供することにより、他校との差別化や学力向上に貢献します。
生徒全員が普通教室でも自宅でも同じ環境で授業や課題に取り組むことができます。 

学校が一括してPCとライセンス(学生オプション)を契約、生徒に配布。 
授業や自宅、課外活動等、様々なシーンで活用。 

卒業* 

PC 
→個人所有 
学生オプション 
ライセンス 
→返却  
(アンインス
トール) 

8 



Exchange Online OP① 

月額１ユーザー当たりの市場推定小売価格 

Exchange 
Online 

プラン A1 プラン A2 プラン A3 プラン A4 

メールとカレンダー機能 

管理者用の管理ツール Active Directory.との統合 24X7のサポート      

メール容量 25GB      

予定表とコンタクトリスト      

プレミアムアンチスパム、アンチウィルス用フィルター      

個人用アーカイブ      

追加のアーカイブ機能とメールストレージ容量無制限   

コミュニケーションと共同作業のための機能 

ドキュメントと情報の共有サイト     

インスタントメッセージングとビデオ会議機能     

オンライン会議     

Office  

ドキュメント閲覧と簡単な編集ができる Office Web Apps    

Officeのフル機能を利用でいる Office Professional Plus   

1人5台の自宅用PCにインストール可能   

Access , share Excel workbooks, InfoPath Forms, Visio business processes and 
diagrams 

  

更に高度な機能 

ボイスメール   

エンタープラズ向けボイスサービス  

月額 $2 月額 $2.50 無料 

月額 $6 月額 $10 月額$14 月額$16 

学生 

教職員 

無料 無料 

無料 

ご提供部分 

ウェブベースのメール、カレンダー機能を無償でご利用頂けます。 
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公式カリキュラム 

の採用で 

世界水準の 

技術教育を提供 

就職に有利な 

マイクロソフト 

認定資格を 

無償あるいは 

割引で受験 
 

 
MSDN AA / 

TechNet無償提供 

マイクロソフト 

プレス割引購入 

 

100以上の 

Eラーニング 

コンテンツ  

予習・復習、 

自習が可能 

ITアカデミー 

ITスペシャリストを育てるための学校支援プログラム 
プログラムを通じて学生にマイクロソフトの最新テクノロジーに対応した高いスキルを習得させることができます。 
認定教育機関により提供されるMS認定コースを受講することにより、学生は資格試験のための学習や単位の取得に役立てるこ
とができます。 
就職率や資格取得推進の一環として、中高等学校でのご契約も増えています。 

OP② 生徒の資格取得をサポート 
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http://mos.odyssey-com.co.jp/index.html


質問やご不明な点がございましたら、ITアカデミー事務局までご連絡ください。 

Webフォーム：
https://support.microsoft.com/contactus/emailcontact.aspx?scid=sw;ja;1681 

フリーダイヤル：0120-77-2057 

受付時間9：30～12：00、13：00～19：00 （土日祝祭日、弊社定休日を除く） 
※自動音声が流れますので「2 番」をご選択の後、 「2 番ITA」をご選択ください。 

こんな時は 
ITアカデミー（ITA）の 

この特典を活用ください 
 ITA担当者（先生／管理者）のステップ  

デベロッパーやサーバー
製品のライセンスを教育
や研究用に活用したい 

 MSDNアカデミックアライアンス  

（MSDNAA）は、学生と教員が教育や研
究用に、デベ ロッパーやサーバー製品
などをダウンロードできるサービスです。
1学科分のMSDNAAを無償利用できま
す。 

ITA会員サイトより、
専用フォームをダウン
ロードし、MSDN事務
局に申し込む 

すでにMSDNAAを利
用している場合は、別
学科で申し込む 

 

Eラーニングを使って勉強
させたい／したい 

 

100コース以上の日本語版Eラーニング
を、無償、かつユーザー数無制限で利
用できます。学生にもご紹介下さい。 

ITA会員サイトより、
申請書をダウンロード
し、管理者用ID（アク
セスコード）を申請 

メールで管理者IDと 

パスワードを受取る 

管理者用Eラーニング
サイトにログイン 

 （LIVE IDが管理者と
学生共に必要） 

管理者用サイトで学
習用アクセスコードを
作成し、そのコードを
学生に配布 

学習用ページから、ア
クセスコードを使用し
てログインし、設定さ
れているコースを受講 

管理者用サイトから、
進捗状況などのレ
ポート機能を使用し、
学習状況を管理 

マイクロソフトのテクノロ
ジーや認定資格関連の書
籍を割安に購入したい 

日経BP社の発行するテキストや技術書
を30%割引の価格で購入できます。学
生にもご紹介下さい。 

日経BP社のサイトで
購入するテキストを確
認し、数量を決定 

ITA会員サイトより専
用フォームをダウン
ロードし、日経BP社に
ファックスで申し込む 

費用を取りまとめる 

1週間前後で納品され
たテキストに同封の振
込用紙で支払い 

マイクロソフトの認定コー
スを授業で提供したい 

MCP資格取得に直結する認定コースウ
エアです。講師用マニュアルは配布資
料や演習を含むCD-ROM付。通常価格
の半額で購入できます。 

講師が該当コースの
MCT資格を有してい
るかどうかを確認 

 

ITA対象MCP試験か
どうかを確認 

ITA会員サイト経由で
専用サイトから該当
コースのマイクロソフ
ト オフィシャル カリ
キュラムを申し込む 

  費用を取りまとめる 

 

 

請求書にもとづき 

支払い 

 

オフィシャルカリキュラ
ムに則り、認定コース
を運営 

コース終了後はITA 

会員向けサイトから 

認定コース受講証明
書を学生に交付 

マイクロソフト認定トレー
ナー（MCT）の年会費無償
の特典を利用したい 

MCTは認定コースを実施できる唯一の
認定トレーナー資格。ITAは1名分の年
会費が免除されます。認定コースの実
施のほかに、教職員のキャリア開発とし
ても活用できます。 

ITA会員サイトより、
該当教職員の保有し
ている認定資格に対
して、専用フォームで
申し込む 

MCTコミュニティに入
り、MCT限定の情報
やリソースにアクセス 

認定コースを実施し、
学生の資格取得を支
援 

MCP資格試験を割引価格
で受験させたい／したい 

マイクロソフト認定プログラムの資格試
験を特別価格で受験できます。1科目あ
たり、通常価格15,750 円を6,825 円で
受験できます。学生にもご紹介下さい。 

ITA対象MCP試験か
どうかを確認 

ITA会員サイトより、
バウチャー注文書を
ダウンロードし、プロメ
トリック社に注文する
（試験コード073-） 

プロメトリック社から、
バウチャーが1週間前
後で納品 

請求書にもとづき 

支払い 

プロメトリック社のサイ
トより、バウチャー情
報をもとに学生が個
人で申し込み 

受験する 

 

ITアカデミー認定校である
ことを宣伝したい 

マイクロソフトITアカデミーのメンバーロ
ゴを活用できます。 

ITA会員サイトより利
用規約を確認し、ダウ
ンロード 

ホームページや 

学校案内等に活用 

学生 

学生 

授業・研究での活用したい／活用させたいに応えます！ 
ITA会員サイト（登録メールにIDと初期パスワードが明記されています） 
https://jplearning.team.partners.extranet.microsoft.com/ITA/default.aspx 
 
セキュアサイトで運用しているため、70日に1回のパスワード変更が必要です。 
パスワードが切れた場合はITアカデミー事務局までご連絡ください。 

ITアカデミー(ITA) 活用方法 OP② 
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Intune OP③ オールインワンのセキュリティ管理 

IT専任担当のいない学校にピッタリのクラウド型管理サービス 

【管理機能】 

• 構成情報管理 

– ハードウェア インベントリ 

– ソフトウェア インベントリ 

– ライセンス突き合わせ 

– レポート 

• 更新プログラム管理 

• マルウェアからの保護 

• 稼動監視とアラート 

• ポリシーと構成管理 

• リモート 
アシスタンス 

IT管理者 

ブラウザベース 
管理コンソール 

インターネット経由で管理 
本校からの管理も可能 

出張先 校内 自宅 

クライアントに必須のセキュリティを提供 
サーバー不要で運用負荷軽減 
あらゆる場所のクライアントを管理 

追い付かない管理体制 

管理スキル 

管理基盤 

セキュリティ対策 
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NEC学割パソコン  - 特徴-  OP④ 

   ④わからない事は何でも聞き放題 ・・・・・・ だから安心 

   ②教科「情報」に合わせた充実スペック ・・ だから安心 

   ①国内シェアＮｏ．１メーカーの信頼性 ・・・ だから安心 

   ⑤危険なサイトから守ってくれる ・・・・・・・・ だから安心 

   ③ＭＳ特別ライセンスで特別価格 ・・・・・・・ だから安心 

先生も 父兄も 生徒も みんな安心！ 

ＮＥＣ ＶｅｒｓａＰｒｏＪ 

ＮＥＣオリジナル 

ＮＥＣオリジナル 
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NEC学割パソコン  - 国内シェアNo.1-  OP④ 

・ＮＥＣのＰＣ誕生からおかげさまで四半世紀。 

・長期間にわたりトップシェアが達成できている理由は、製品テクノロジはもとより、 

 使いやすさ、信頼性・品質・サポートなどの総合力で、お客様一人ひとりの 

 ニーズに応え続けるモノ作りの姿勢を、「安心」という形で、多くのお客様から 

 評価いただいた結果、と受け止めています。 

（2010年4月～2011年3月のビジネス、コンシューマトータル） 

※１９９４年から１６年間一貫してシェア１位！ 

Source: IDC Japan,Japan Personal Computing  
Quarterly Model Analysis 2011Q1 

２０10年度ＰＣシェア 
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NEC学割パソコン  - A4モデル-  OP④ 

教科「情報」に合わせたスペックだから、宿題やレポート作成も安心 

ＮＥＣ ＶｅｒｓａＰｒｏＪ 

１５．６型ワイド液晶 

Ｗｉｎｄｏｗｓ ７ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（３２ビット版） 

Ｃｅｌｅｒｏｎ Ｂ７１０ （１．６０ＧＨｚ） 

２ＧＢ メモリ 

２５０ＧＢ ハードディスク 

ＤＶＤ－ＲＯＭ ドライブ 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

（PowerPoint, OneNote, Wｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ） 

無線ＬＡＮ（ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ） 

ＰＣリサイクルマーク付き 

１年間パーツ保証+１年目引き取り修理サービス 

何でも聞き放題「ＰＣプレミアム（１年版） 

使いやすいワイド液晶 
量販店で販売されている７割が１５．６型 

教科「情報」で採用されている 
最新版アプリケーションを搭載 

家庭内2台目ＰＣ 
としても最適 

Ａ４ノート 

2011年10月新商品 

15 2011年12月時点。ご提供時期により製品・仕様変更の可能性がございます。 



NEC学割パソコン  - B5モバイル・タッチパネル-  OP④ 

充実のラインナップから、希望のモデルを選択できるから安心 

１２．１型ワイド液晶 

Ｗｉｎｄｏｗｓ ７ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（３２ビット版） 

Ｃｅｌｅｒｏｎ Ｂ８５７（１．２０ＧＨｚ） 

２ＧＢ メモリ 

２５０ＧＢ ハードディスク 

外付けＤＶＤ－ＲＯＭ ドライブ 

Microsoft Office Professional Plus 2010 
（PowerPoint, OneNote, Wｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ） 

無線ＬＡＮ（ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ） 

ＰＣリサイクルマーク付き 

１年間パーツ保証+１年目引き取り修理サービス 

何でも聞き放題「ＰＣプレミアム（１年版） 

モバイルノート タッチパネル式 

１０．１型タッチパネル液晶 

Ｗｉｎｄｏｗｓ ７ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（３２ビット版） 

Ａｔｏｍ Ｚ６７０（１．５０ＧＨｚ） 

２ＧＢ メモリ 

６４ＧＢ ＳＳＤ 

外付けＤＶＤ－ＲＯＭ ドライブ 

Microsoft Office Professional Plus 2010 
（PowerPoint, OneNote, Wｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ） 

無線ＬＡＮ（IEEE802.11b/g/n & Bluetooth） 

ＰＣリサイクルマーク付き 

１年間パーツ保証+１年目引き取り修理サービス 

何でも聞き放題「ＰＣプレミアム（１年版） 

持ち歩きに便利 話題のＷｉｎｄｏｗｓスレート 

2011年10月新商品 2011年９月新商品 

16 2011年12月時点。ご提供時期により製品・仕様変更の可能性がございます。 

http://www.microsoft.com/japan/presspass/windows7/images/Windows7_Scr05.jpg
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学校に合わせたコンサル提案可能。是非ご相談を！ 

様々なオプションをご用意。 

学校単位のオリジナルモデルを準備する事が可能です。 

商業高校向けテンキー付きキーボード 
 
 
 
月額リースプラン 
 
 
 

 

家庭→学校接続 
  ・ＦＷ接続型 
  ・ブラウザ接続型（ＲｅｍｏｔｅＶｉｅｗ） 

構成変更（例） 

支払方法 

学内ＬＡＮ接続 

オリジナル 

校章シルク印刷 
 
 
 
 
 
ＰＣケース 

OP④ その他オプション OP④ 
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対応内容 

パソコン 
  トラブル解決，使い方相談，状態診断等、パソコンの事は何でもお任せ 
 

各種アプリケーション 
  ＷｏｒｄやＥｘｃｅｌ等の使い方相談 
 

周辺機器 
  他メーカーの機器も対応。各メーカーに確認して、解決策を御連絡 
 

インターネットライフ 
  情報収集のテクニック，各種ＷＥＢサービスの活用方法等を御案内 

サービス内容 

１年版と３年版を定義 
年中無休：３６５日 ９：００～２２：００ 
期間中何度でも利用可能 
電話だけでなく、リモートサポート（画面共有）も対応可能 

宿題やレポート作成も安心 

デジカメ画像の取り込み方法や 

音楽プレイヤーの使い方等 

ＵＳＢ接続できる物であれば、何でもＯＫ！ 

学校から帰宅後に利用可能 

修理受付も可能 

OP④ 何でも聞き放題「ＰＣプレミアム」 
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ネットトラブルから「守り隊」 

© NEC Corporation 2010 Page 19 

ＰＣおまかせ守り隊 

有害サイトブロック（アダルト，出会い系，学校裏サイトへのアクセス制限） 
 

掲示板等書き込み制限（書き込み禁止，閲覧可能のみ等設定可能） 
 

アプリケーションブロック（Ｐ２Ｐソフトや特殊ソフトの利用制限） 
 

健康に配慮したＰＣ，ネット利用時間制限（利用禁止時間，休憩時間等を設定） 
 
 
 
安心通知（有害サイト閲覧等問題のある使い方をした場合に通知） 
 

スナップショット機能（携帯やＷＥＢサイトから、デスクトップ画面を確認） 
 

遠隔設定変更（フィルタリングやＰＣロック等、遠隔にて設定可能） 
 

コミュニケーションツール（メッセージ送信機能で、コミュニケーションが可能） 

先生や保護者が見守り隊 

安心して、ＰＣやネットを使わせる事が可能 

2012年1月以降 

サービス開始 
OP④ 
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ご購入の流れ 



<学校担当者様向け> ご購入の流れ 

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。 

「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。 

お客様 リセラー様 

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。 

21 



<リセラー様 , 流通会社様向け> ご発注の流れ 

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。 

「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。 

 

「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。 

 

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。 

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。 

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。 

記載事項 
 

■学校名 ■製品 

■数量 ■使用サイト 

■利用開始日 ■利用年数 

お客様 リセラー様 流通会社様 マイクロソフト 

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。 

* 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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お問い合せ先 

お問い合せ先 
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。折り返し担当者よりご連絡を差し上げます。 

• プライベートスクールアグリーメント全般   email psa@microsoft.com 
 

• マイクロソフト製品に関するお問い合わせ  (スクール アグリーメント、学生オプション、Exchange Online、ITアカデミー、Intune) 
 

© 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。 

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） 

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。 

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コールセンター 

http://www.microsoft.com/japan/ 
      0120-41-6755 
      0120-737-565 

日本マイクロソフト株式会社 
パブリックセクター統括本部 
〒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 

プライベートアグリーメントでご提供している製品・サービスはどの販売会社様からもご購入頂けます。 
ご不明の場合は、以下の各問い合せ先までご連絡ください。 
 

• NEC 学割パソコン本体に関するお問い合わせ 

１２１コンタクトセンター 
０１２０－９７７－１２１ 受付時間 9:00～17:00（年中無休） 
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