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デベロッパー&プラットフォーム統括本部

※本内容は予告なく変更される場合があります。何卒ご了承ください。



DreamSparkとは

学生や教員のみなさまの

技術的な学習や教育、研究をサポートする

年間制のサブスクリプションプログラムです。

マイクロソフトの開発ツールやサーバー製品を
全学でご利用いただけます。

すでに多くの大学の皆さまにご利用いただいています！

DreamSparkをご利用いただいているお客の例

北海道大学 東北大学 東京大学 慶應義塾大学

早稲田大学 法政大学 京都大学 同志社大学 立命館大学

大阪大学 関西大学 関西学院大学 九州大学



DreamSpark ご利用のメリット

① マイクロソフトの開発ツールやサーバー製品を、
年間 10,500円からご利用いただけます。

② WindowsストアやXboxインディーズゲームの
開発者登録が無料になります。

③ ダウンロードした製品は卒業後も永続的に
ご利用いただけます。

※ 提供される製品はサブスクリプションによって異なります。



DreamSparkは、お得です！

例えば、Visual Studio Professional 2013 をご利用いただく場合、

通常、 1ライセンス ¥62,790（税込）でご提供のところ、

DreamSparkは、年間10,500円から学校全体でお使いいただけます。

しかも、ボリュームライセンス

ご契約のお客様は、特典として

DreamSparkを無償でご利用いただけます。



DreamSpark に含まれる製品

提供製品 | サブスクリプション

DreamSpark Standard DreamSpark Premium

1サブスクリプションにつき、
学校全体* でご利用いただけます。

1サブスクリプションにつき、
1学部* でご利用いただけます。
ただし対象は理工系の学部です。

OS

Windows Client ○**

Windows Embedded ○ ○

開発&デザインツール

Visual Studio Professional ○ ○

Visual Studio Premium ○

Expression Studio ○ ○

アプリケーション

Visio ○

Project ○

OneNote ○

サーバー

Windows Server ○ ○

SQL Server ○ ○

Biz Talk Server ○

SharePoint Server ○

* ご希望に応じて学科や研究室単位でのお申込も受け付けております。
** DreamSpark Premium で入手可能なWindows Client につきましては、
その他のソフトウェアとは別に使用制限がございます。「Windows クライアント OS に関する注意点」をご参照ください。



DreamSparkご利用方法

DreamSpark を学内で安心してご利用いただくために、

DreamSpark 学内ユーザー管理システムを無償で提供しています。

① 休日でも深夜でも、必要なときにすぐにインストールできます

② DreamSparkの利用者しかアクセスできないので安全です

③ 包括的に管理や配布ができるので、不正利用を防止できます

ELMS
Electronic License Management System



教育機関向けボリュームライセンス

DreamSpark特典の概要

教育機関向けボリュームライセンス契約の特典として、教育や研究を目的にご利用
いただけるDreamSpark サブスクリプションを提供いたします。Visual Studioや
Windows Server をはじめとする開発ツールやサーバー製品を学生や教員の皆様に
てお使いいただけます。

■特典対象のライセンス

• 教育機関向け総合契約 (EES)

• オープン バリュー サブスクリプション(OVS)

• スクール アグリーメント (SA)

■特典内容

• 特典対象のライセンス1契約につき、DreamSpark Standard 1サブスクリプション

• 上記に加えて、任意の理工系1学部にDreamSpark Premium 1サブスクリプション

＜補足＞

• 理工系の学部が存在しない場合は、DreamSpark Premiumの提供はありません。

• ボリュームライセンス契約範囲に複数校が存在する場合は、すべての学校にDreamSpark Standardを提供、各学校
に理工系の学部がある場合、それぞれの学校にDreamSpark Premiumを1サブスクリプション提供いたします。



教育機関向けボリュームライセンス

DreamSpark特典お申し込み方法

① お申し込みの前に次の2点をご準備下さい
• ボリュームライセンスの契約番号

• ボリュームライセンスのウェルカムレターに記載されているDreamSparkプロモコード
（DreamSpark PremiumとDreamSpark Standardそれぞれ別のコードが記載されています）

② 次のWebサイトからお申し込み下さい
https://www.dreamspark.com/Institution/Subscription.aspx

注意事項

https://www.dreamspark.com/Institution/Subscription.aspx


DreamSpark の詳細とお問い合わせ先

DreamSpark 教育機関向け事務局

TEL : 0120-750052

FAX : 0120-542422
受付時間 : 9:00～17:30 (⼟日祝日、弊社指定休業日を除きます)

DreamSpark のソフトウェア導入方法については、 こちらもご参照ください
https://www.dreamspark.com/institution/Software-Deployment-Guide-ja-jp.pdf

DreamSpark Webサイト

http://www.microsoft.com/ja-jp/education/dreamspark.aspx

こちらはDreamSparkの日本のお客様向け説明サイトです。
グローバルで運営するDreamSpark お申込ページとは異なるサイトとなりますこと、
ご了承くださいますようお願いいたします。

https://www.dreamspark.com/institution/Software-Deployment-Guide-ja-jp.pdf
http://www.microsoft.com/ja-jp/education/dreamspark.aspx


参考資料



DreamSpark ご利用における注意点

利用条件
• DreamSparkから提供される製品や技術は、教育・学術プロジェクト・非商業的
な研究にのみ使用できます。組織内のITインフラやIT管理には使用できません。

• 対象の学校に所属していても、単位または修了証を取得できる課程に登録して
いない学生は使用できません。

• DreamSpark Premiumは、ご契約の理工系学部に所属する学生や教員、または
その学部に属する研究室のPCでの使用に限られます。

• DreamSpark Premium にて入手いただける Windows クライアント OS のご使用
についてはさらに制限がございますのでご注意ください。

DreamSpark Standard 利用ガイドライン
https://www.dreamspark.com/Institution/DS-Usage-Guidelines.aspx

DreamSpark Premium 利用ガイドライン
https://www.dreamspark.com/Institution/DSP-Usage-Guidelines.aspx

https://www.dreamspark.com/Institution/DS-Usage-Guidelines.aspx
https://www.dreamspark.com/Institution/DSP-Usage-Guidelines.aspx


Windows クライアントOS に関する注意点

DreamSpark Premium 経由で入手可能な、Windows クライアント OS 
インストールについては、他のソフトウェアに加えて以下の条件がござい
ますので、ご注意ください。

• DreamSpark Premium の適用範囲内の学部または研究室が所有するPCで、物理
的にその学部または研究室で使用されるPCにのみインストール可能です。

• 使用用途は、1) 理工系の授業や研究をするため、 2) 理工系の授業や研究に係
るソフトウェアプログラムを設計、開発、テスト、およびそのデモを行うため
または、3) 理工系の授業や研究に係る非商業的な研究をするためのみに限られ
ます。メールの確認やインターネットサーフィン、その他の業務などにそのPC

が使われる可能性がある場合は、インストールいただけません。
• 上記の条件が満たされた上、Windows クライアント OS が有効なライセンスを
もってインストールされたPCであれば、学生個人のPCにアップデートとして
インストールいただくことは可能です。



DreamSpark 特典のまとめ

以下の教育機関向けボリュームライセンス又はITA 1契約につき、DreamSpark 
StandardおよびDreamSpark Premium が特典として無償で提供されます。

DreamSpark 特典対象
教育機関向けライセンス

適用範囲が1校の場合 適用範囲が複数校の場合

DreamSpark Standard DreamSpark Premium * DreamSpark Standard DreamSpark Premium*

ボリューム
ライセンス
（VL）

教育機関向け総合契約 (EES)

1サブスクリプション
全学に適用

1サブスクリプション
理工系1学部に適用

各学校に
1サブスクリプション
各学校の全学に適用

各学校に
1サブスクリプション
各学校の理工系

1学部に適用

オープンバリュー
サブスクリプション (OVS)

スクールアグリーメント (SA)

IT アカデ
（ITA）

IT アカデミー Advanced
1サブスクリプション

全学に適用
1サブスクリプション
理工系1学部に適用

各学校に
1サブスクリプション
各学校の全学に適用

各学校に
1サブスクリプション
各学校の理工系

1学部に適用

IT アカデミー VL付加版
VL分として提供

ITA VL付加版
単独での提供は無し

VL分として提供
ITA VL付加版

単独での提供は無し

VL分として提供
ITA VL付加版

単独での提供は無し

VL分として提供
ITA VL付加版

単独での提供は無し

• VL/ITAとDreamSparkは別のプログラムです。
• VL/ITAの適用範囲がある学部のみに限定されている場合は、「VL/ITAの適用範囲が1校の場合」に適用されます。
• VL/ITAをご契約されても、DreamSparkは別途お申込いただく必要があります。つまりご利用期間もその申込時期によって異なってきます。

ただし、IT アカデミー Advanced をご契約の場合は、自動的にDreamSpark Standardの申込手続きが完了します。
• DreamSpark StandardとDreamSpark Premiumでお申込のプロセスが異なりますのでご注意ください。

*理工系の学部が無い場合は提供されません。
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