
システム事業部 TEL011-823-5200　FAX011-823-5006
販売事業部   TEL011-823-5023　FAX011-823-5006 ホクシンＥＰホクシンＥＰ

オフィスソフトの新しい購入方法

　　　　　　　　　「買う」から「借りる」

××

クラウド時代の中堅中⼩企業の Office 導⼊に最適なソリューション
プレインストール PC 買い換え時のコスト、パッケージやインストール メディアの管理、多様化したワーク スタイルの
ために揃えた各デバイス向け Office の新規購⼊…。Office 365 Midsize Business はこうした悩みを抱える企業や、
公共、医療機関のお客様の強い味⽅です。サブスクリプション契約により、初期費⽤を抑え、使った分だけのお⽀払いで
Office Professional Plus 2013 のほか、電⼦メール、ビデオ会議、情報共有サービスを 1 ユーザー 5 デバイスまで
ご利⽤いただけます。これらの機能はすべてクラウドで提供されるため、運⽤コストや管理負担を軽減できます。

これまでの O f f i c e  導⼊で下記のよ うな お 悩み は あり ま せん で した か ？
プレインストール版

PC の購⼊が前提
他 PC への移⾏が禁⽌
移⾏できないため、
PC の買い換えで無駄が発⽣

パッケージ版

ライセンス管理が⼤変
アップグレードに費⽤がかかる
ライセンス不正利⽤のリスク

ボリューム ライセンス

初期投資がかかる
1 ライセンスで 1 ユーザーにつき
2 台までの利⽤制限がある
オプション⾮利⽤だと
アップグレードに費⽤がかかる

●Office 365 Midsize Business  を導⼊すればお悩みが解消します●

複数デバイスに対応!
5 台まで使える
Office 365 Midsize Business は
ユーザー単位のご契約。
1 ユーザーあたり 5 台のデバ
イスにインストール OK!
Mac も⼤丈夫。 2

iPad で使える
ブラウザーで Office 
書類を閲覧、編集
Office Web Apps ならネット
環境さえあれば Office 書類を
確認したり、簡易編集を
⾏なえます。 4

クラウドへの保存で
時と場所を選ばずに
ファイルへアクセス
1 ユーザー 7 GB の⼤容量
オンライン ストレージ (SkyDrive 
Pro) がご利⽤いただけます。 5

互換性の⼼配無⽤
旧バージョンとの
併⽤が可能
Office 2010 など、旧バージョンの
Office と共存できるため互換性を
気にすることなく、柔軟な
業務遂⾏が可能です。 6

使う分だけ払えば OK!

利⽤料でのお⽀払い
年額 14,760 円* を利⽤⼈数分、
利⽤期間分** だけご購⼊。
初期投資を⼤幅に削減
します。

1

アップグレード費⽤不要!
常に最新版が利⽤可能
追加費⽤無しで Mac Office を
含む、常に最新バージョンの
Office を利⽤できます。

3*価格は参考価格です
**1 年単位でのご契約となります
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Office 365 Midsize Business (クラウド対応オープン ライセンス導⼊) Office Professional Plus 2013 (従来のオープン ライセンス導⼊)

対象ユーザー数 1 〜 250 ユーザー 1 〜 250 ユーザー ※新規購⼊時は 3 ライセンスより
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購⼊形態
サブスクリプション⽅式 (購読型)
・契約期間のみ利⽤可能
・利⽤費⽤の発⽣

買い取り⽅式
・永久ライセンス
・無形固定資産の取得

ライセンス 利⽤ユーザーごとに必要
(1 ユーザー 5 台までの PC、Mac、タブレット、スマートフォンなど）

デバイスごとに必要
(1 ライセンスでメイン PC と サブ PC の 2 台まで)

インストール
すぐに利⽤できる：
クイック実⾏ (仮想化された Office ストリーミング配信) と Office オンデマン
ド (インストールせずサービスとして利⽤) を選択できます

時間がかかる：
従来どおり Windows インストーラで Office アプリケーションをインストール

バージョン 常に最新バージョンを利⽤可能 原則、購⼊バージョンのみ
(最新バージョンのアップグレードはオプション)

旧バージョンとの併⽤ できる できない

アプリケーション Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, InfoPath, Lync Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, InfoPath, Lync
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SkyDrive Pro 7 GB 個⼈⽤オンライン ストレージ
※SharePoint Online の機能の⼀部として提供されます ー

Exchange Online 25 GB ⼤容量メール、予定表、アドレス帳、タスク ー

SharePoint Online 10 GB + 500 MB x ユーザー数分 ー

Office Web Apps Windows, iOS タブレットでも Office ドキュメントを閲覧、簡易編集 ー

Lync Online 社内外の在籍確認、インスタント メッセージ、複数参加者のビデオ会議が可能 ー

参考価格 年額 14,760円 ⼀括 62,900円

■※※ Office 365 Midsize Business の詳細は右記 Web サイトをご確認ください。 http://www.microsoft.com/ja-jp/office365/enterprise.aspx

⽐べればわかる !  Off ice 365 Midsize Business ならこんなにお得。

Off ice 365 Midsize Business ならその他のクラウド サービスも充実 !

必要な
ユーザー数

6 名分

1 ユーザー
につき

2 台の PC
で利⽤

この条件で初期導⼊費⽤と
6 年間の総コストを⽐較。

初期費⽤が ¥288,840 もお得!
6 年間の総コストも ¥223,440 お得に!

SkyDrive Pro*
7 GB までの容量を⾃由に
使えるオンライン スト
レージ。ファイルをフォル
ダにドロップするだけで即
座にクラウド上で同期が⾏
われます。

Exchange Online
予定表や 1 ユーザー 25 
GB のメール ボックスが
利⽤できます。Outlook 
Web App や各種デバイ
スからの利⽤が可能です。

SharePoint Online
社内メンバーやパート
ナー、顧客との情報共有
を容易に⾏なえるチーム
サイトを構築できます。

Lync Online
在席情報を共有、確認し、
インスタント メッセージ
や電話会議などでコミュ
ニケーションを⾏なえま
す。

Office Web Apps
いつでもどこでも、使⽤
デバイスからメールを
含む、Office ドキュメン
トを閲覧、簡易編集する
ことができます。

!

す。

※上記グラフ内に記載の⾦額はすべて 1 ライセンスあたり以下の参考価格で試算
(Office 365 Midsize Business : ¥14,760、Office Professional Plus 2013 : ¥62,900)Office 365 Midsize Business オープン ライセンスによる Office Professional Plus 2013の導⼊

※ソフトウェア アシュアランス無し

*SkyDrive Pro は SharePoint Online の
機能の⼀部として提供されます
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