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ウチダのOffice学割

⼤学ICT推進協議会（AXIES）正会員様向け
特別割引ご提供について

ご説明資料

2019年8⽉
株式会社内⽥洋⾏

AXIES正会員様向け

2頁はじめに

弊社が⽇本マイクロソフト株式会社の協⼒のもと、全国の⼤学・⾼等教育機関にご提供しております
「U365 ウチダのOffice学割」は、2019年6⽉末現在、250以上の⼤学・学校にてご利⽤いただいてお
ります。2019年からは、PC本体とセットでの販売を開始し、こちらもご好評をいただいております。

本ご提案は、⼤学ICT推進協議会（AXIES)ソフトウェアライセンス部会における発案を受け、「ウチダ
のOffice学割」について、AXIES正会員の⼤学・学校様を対象とした割引販売の内容・条件に関するご
説明資料です。
ぜひご検討のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

版数 日付 内容

第1.0 2019年8月19日 初版

■改定履歴
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3頁ウチダのOffice学割（概要）
■ウチダのOffice学割とは

お申込みいただいた⼤学・教育機関の学⽣が、マイクロソフトOfficeのライセンスを、学割価格で購⼊できる
サービスです。株式会社内⽥洋⾏が、⽇本マイクロソフト株式会社の協⼒のもと、⼤学・教育機関からの申し
込みを受けて学⽣の皆様に提供しています。

■提供する製品

・Microsoft Office Professional Plus （Windows版）
・Microsoft Office for Mac （Mac版）

※最新版およびマイクロソフト社の製品サポート内のバージョンを選択可能
（2019年4⽉現在、Windows版／Mac版ともに、2019および2016をご提供）

Windows版 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Mac版 ○ ○ ○ ○ ○

4頁ウチダのOffice学割（概要）

ウチダのOffice学割
[U365]

学⽣向け特別プラン
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5頁ウチダのOffice学割（学⽣向けの各種特典）
■学⽣向けの各種特典

単に「安い」だけでなく、以下の特典がございます。他の購⼊⽅法と⽐べても価格以外のメリットがあります。

■ご留意点
・⼀⼈1台のインストールとなります。また、⼀⼈1ライセンスのみご購⼊できます。
・卒業後（※）は、ライセンスを譲渡し、その後のアップグレードやPC乗り換え等の特典はご利⽤できません。

※AXIES加盟⼤学様向けには、「卒業後半年間（3⽉卒業の場合、同年9⽉末⽇まで）」の、
購⼊期限と特典期間の延⻑がございます。

6頁ウチダのOffice学割（学⽣向けの各種特典）

本ご提案は多くの特典があり、またお得な価格での提供が可能です。
購⼊⽅法 旧アカデミック

パッケージ版
アカデミック

POSA版
ウチダのOffice学割

U365
(ご参考)

プレインストールPC
利⽤バージョン 2013 2019 2019 / 2016

(Windows , Macとも）
2019

バージョンアップ 不可 不可 可能 Office Premium版は可能
ダウングレード 不可 不可 可能 不可
PC買替再インストール 可能 可能 可能 不可
Win版⇔Mac版乗換 不可 不可 可能 不可
インストール⽅法 インターネットから

インストール
インターネットから
インストール

学⽣向けダウンロードサイ
トからダウンロードしイン
ストール

プリインストール

利⽤期間 永続 永続 卒業時に永続利⽤権を譲渡 永続
※ Office 365サービスは1年間

提供価格(参考価格) \28,381/税抜 \27,800/税抜 ※次ページにて 約\20,000〜25,000程度
(Home & Business)
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7頁ウチダのOffice学割（価格について）

№ 商品 対象想定の例 価格
（税抜）

価格
（税込）

AXIES割
価格

（税抜）

AXIES割
価格

（税込）

1 1年特典付・
卒業時譲渡

最終学年⽣・卒業⽣ ￥10,000 ¥11,000 ￥9,000 ¥9,900

2 2年特典付・卒業時譲渡 3年⽣（4年制学部）、博⼠課程等 ￥10,000 ¥11,000 ￥9,000 ¥9,900
3 3年特典付・卒業時譲渡 2年⽣（4年制学部）、修⼠課程等 ￥16,800 ¥18,480 ￥15,120 ¥16,632
4 4年特典付・卒業時譲渡 1年⽣（4年制学部） ￥16,800 ¥18,480 ￥15,120 ¥16,632
5 5年特典付・卒業時譲渡 1年⽣（5年⽣学部） ￥21,000 ¥23,100 ￥18,900 ¥20,790
6 6年特典付・卒業時譲渡 1年⽣（6年⽣学部） ￥24,800 ¥27,280 ￥22,320 ¥24,552

AXIES加盟校の学⽣様向けに、10％お値引きをさせていただきます。

■補⾜
・上記表の消費税率は10%です。2019年10⽉1⽇以降の価格となります。
・AXIEX加盟⼤学様向けには、

①卒業後半年間の購⼊期限の延⻑（3⽉卒業の場合、同年9⽉末⽇まで、学⽣⾝分での購⼊権限付与）
②卒業後半年間の特典期間の延⻑（3⽉卒業の場合、同年9⽉末⽇まで前⾴記載の特典付与）
を認めます。

・卒業後半年間経過時点で、ライセンスを譲渡します。当該時点のバージョン・利⽤PC固定にて、継続してご利⽤いただけます。

8頁ウチダのOffice学割（包括ライセンス締結校様向け）

■包括ライセンス締結校様向け
・Microsoft社の包括ライセンス（EES / OVS-ES）

ご締結の学校様は、Student Use Benefit特典に
より、Office365がご利⽤できますが、卒業と同
時に使⽤できなくなります。

・ご卒業後に使⽤するOfficeの買い⽅の選択肢の⼀
つとして、「ウチダのOffice学割」をご利⽤され
る学校様もとても多くなっております。ぜひご検
討ください。
（あくまで、購⼊を希望される卒業⽣が、ご⾃⾝
の判断で購⼊されるということになります）

・①卒業後半年間ご購⼊可能
②卒業後半年間の特典期間を付与
卒業後半年間経過時点で、ライセンスを譲渡しま
す。当該時点のバージョン・利⽤PC固定にて、
継続してご利⽤いただけます。
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9頁ウチダのOffice学割（学⽣の購⼊と⼊⼿⽅法）

⼤学
⼤学⽣協等学内店舗等

(個別対応)

学割WEBストア
（貴学向けECサイト）

内⽥洋⾏窓⼝
（営業＋サポートデスク）

①ECサイトから
ご購⼊申込

決済
システム

②購⼊データ

Microsoft
Office

ソフトウェア
ダウンロード

サイト

③学⽣データ
セットアップ

⑤学⽣へダウンロード情報などの送信・学⽣のダウンロードリクエスト

⑥インストーラのダウンロード提供

学⽣

ポスター、チラシ、Web等
により販売促進にご協⼒ ⑦販売促進ご協⼒⽀援

④決済データ

⑨サポートデスク⽀援
（ECサイト＆DSの利⽤に関して）

貴学専⽤のECサイトとダウンロードサイトを開設します（無償）。
学⽣からのお問合せ窓⼝として、サポートデスクを開設しております。

10頁ウチダのOffice学割（学⽣の購⼊⽅法）
<学⽣向け特別プラン ご案内サイト>
https://ec1.u365.jp/portal/office/

■対応学校⼀覧（右画⾯例）からご⾃⾝の学校を選び、ご購⼊⽤ECサイトを開きます。（PC、スマホ対応）
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11頁諸条件等
・AXIES加盟校（正会員様）を対象とします。（お申込み時点）

AXIES加盟校様⽤のお申込書に必要事項を記載の上、AXIES事務局にご提出ください。
AXIES事務局にて内容確認し、内⽥洋⾏に発送されることとなります。

・学内の販売組織様への、本件お取り扱いに関するご説明は、⼤学様にてご対応ください。

・⼤学の費⽤負担はございません。また、最低販売数（いわゆるノルマ的な概念）等は設けません。

・卒業後販売（卒業後6ヶ⽉間の購⼊期間）の権利を付与いたします。

・学⽣への周知として、以下の対応をお願いします。
①②③については必須にてお願いします。④以降については、可能な場合ぜひともお願い申し上げます。

①⼤学が開設する学⽣向けWebサイトでの案内ページ等の設置
②学内のポスター等掲⽰による案内（標準版ポスターは弊社よりご提供）
③学内の適切な箇所への、学⽣向けチラシの置き場の設置（標準版チラシは弊社よりご提供）
④ラウンジや学⽣⾷堂、図書館などへの、三⾓ポップの設置（可能な場合）
⑤学⽣へのメール送信による案内（可能な場合）
⑥⼤学公式SNS（Facebook、Twitter等）での発信案内
⑦各種ガイダンス等の学⽣向けイベントにおける学⽣へのチラシ配布
⑧サイネージ等による案内動画の放映など（動画の作成ご⽀援はいたします）
⑨⼊学案内等を使って、⼊学前に関連製品を購⼊しないように告知
⑩その他、学⽣への周知案内の対策

12頁諸条件等２
・AXIES加盟校様で、既にご利⽤済みの⼤学が計20校ございます。（2019年7⽉1⽇現在）

国⽴⼤・・・筑波⼤、横浜国⽴⼤、⼤阪教育⼤、（放送⼤）
私⽴⼤・・・北海道情報⼤、流通経済⼤、千葉商科⼤学、明治学院⼤、⽬⽩⼤、東京家政⼤、明治薬科⼤、

東海⼤、関東学院⼤、フェリス⼥学院⼤、京都薬科⼤、甲南⼤、⼤阪産業⼤、畿央⼤、福岡⼤、
沖縄⼤

原則として、⼤学からの申し出を受け、本割引提供を適⽤させていただきます。

・特別価格適⽤校については、原則として本割引の提供対象外とさせていただきます。
放送⼤学・・・⼊学や学年の如何を問わず、⼀律以下の条件を適⽤

「購⼊時点の年度初め4⽉1⽇を起算として4年間の特典、卒業時譲渡、⼀律価格￥16,800(税抜)」
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13頁FAQ
Q1.学割プランでは何本まで購⼊することができますか？
Ａ1.おひとりさま1本のみご購⼊いただくことができます。

Q2.学割プランでは何台のＰＣにインストールすることが可能ですか？
Ａ2.１ライセンスにつき1台のＰＣにインストールすることができます。

1台のＰＣに仮想環境を構築した場合は⼀つの環境（ホストまたはひとつのVM）にのみインストール可能です。

Q3.卒業後もOfficeを利⽤することはできますか？
Ａ3.ライセンスは卒業時に購⼊したお客様に譲渡されますので、卒業後も継続してご利⽤可能です。

卒業時に利⽤していたPCにて、インストールしていたOfficeをそのままお使いいただける権利です。卒業後は、
別のPCへ再インストールはできません。また、卒業後はバージョンアップやダウングレードもできません。
（※AXIES加盟⼤学様向けには、「卒業後半年間（3⽉卒業の場合、同年9⽉末⽇まで）」の購⼊期限と特典期間の延⻑がございます）

Q４.卒業前に購⼊し、卒業後に購⼊したPCにインストールすることはできますか？
Ａ４.卒業前にインストールしていなければ、卒業後１年間、インストールが可能です。

インストーラのご提供は、卒業後１年間までダウンロードサイトから⼊⼿することができます。

Q５.新しいバージョンのOfficeにバージョンアップすることはできますか？
Ａ５.在学中、可能です。

インストーラはダウンロードサイトからダウンロードすることができます。
（※AXIES加盟⼤学様向けには、「卒業後半年間（3⽉卒業の場合、同年9⽉末⽇まで）」の購⼊期限と特典期間の延⻑がございます）

14頁FAQ
Q６.古いバージョンのOfficeをインストールすること（ダウングレード）はできますか？
Ａ６.在学中、可能です。

インストーラはダウンロードサイトからダウンロードすることができます。
※異なるバージョンのオフィスを同時に使⽤することはできません。ご注意ください。
（※AXIES加盟⼤学様向けには、「卒業後半年間（3⽉卒業の場合、同年9⽉末⽇まで）」の購⼊期限と特典期間の延⻑がございます）

Q７.ダウングレードした後、新しいOfficeにバージョンアップできますか？
Ａ７.在学中、可能です。

インストーラはダウンロードサイトからダウンロードすることができます。
※異なるバージョンのオフィスを同時に使⽤することはできません。ご注意ください。
（※AXIES加盟⼤学様向けには、「卒業後半年間（3⽉卒業の場合、同年9⽉末⽇まで）」の購⼊期限と特典期間の延⻑がございます）

Q８.ダウングレードやバージョンアップは何回までできますか？
Ａ８.在学中、何回でも可能です。

これらの履歴は、ダウンロードサイトに記録されます。⾃分の履歴を確認することができます。
※前回のインストールから30⽇間はインストールができません。ご注意ください。
（※AXIES加盟⼤学様向けには、「卒業後半年間（3⽉卒業の場合、同年9⽉末⽇まで）」の購⼊期限と特典期間の延⻑がございます）

Q９.パソコンを買い換えました。新しいパソコンにインストールし直すことはできますか？
Ａ９.在学中、可能です。

ダウンロードサイトの「使⽤PC」（本マニュアル４．-(3)記載の図参照）から申告することで可能です。
（※AXIES加盟⼤学様向けには、「卒業後半年間（3⽉卒業の場合、同年9⽉末⽇まで）」の購⼊期限と特典期間の延⻑がございます）
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15頁FAQ
Q１０.Mac版のOfficeを購⼊したのですが、Windowsパソコンに買い換えました。
Ａ１０.在学中、MacからWindows、WindowsからMacの乗り換えが可能です。

パソコンの買い替え（Q9参照）として対応しています。
※以前にインストールしていたOfficeは必ずアンインストールしてください。
（※AXIES加盟⼤学様向けには、「卒業後半年間（3⽉卒業の場合、同年9⽉末⽇まで）」の購⼊期限と特典期間の延⻑がございます）

Q１１.留年（或いは留学や休学など）したのですが。
Ａ１１.⼊学年から就学年数が経過した時（例えば4年⽣学部であれば4年間）、⾃動的に卒業されたとみなします。利

⽤中のOfficeはそのまま使い続けられます（Q3参照）が、PC買い替えや、バージョンアップ等のサービスは終
了となります。これらサービスの提供を受けたい場合は、追加でご購⼊ください。
詳細はU365サポートデスクまでお問い合わせください。

Q１２.学⽣なのでクレジットカードを持っていません。
Ａ１２.保護者様のクレジットカードでの購⼊も可能です。または、コンビニ決済にてお⽀払いください。

必ず保護者様のご承諾のもと、お願いいたします。

Q１３.コンビニでの⽀払いは可能ですか？
Ａ１３.はい、可能です。

セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、サークルＫサンクス、デイリーヤマザキ、
セイコーマート での決済（お⽀払い）に対応しています。（2019年6⽉現在）

16頁FAQ
Q１４.⼤学（学校）から、無料でOfficeが使えると聞いたのですが。
Ａ１４.⼤学（学校）がマイクロソフト社と、学⽣が無料で使えるOffice（Student Use BenefitによるOffice365）を

契約している場合があります。⼤学・学校ご担当部署にご確認ください。
尚、Student Use BenefitによるOffice365の場合は、ご卒業と同時にOfficeは使えなくなってしまいます。卒
業まででしたら、本学割プランでの購⼊が可能ですので、ぜひご検討ください。
（※AXIES加盟⼤学様向けには、「卒業後半年間（3⽉卒業の場合、同年9⽉末⽇まで）」の購⼊期限と特典期間の延⻑がございます）

Q１５.⾃分の学年のライセンス価格と違うようなのですが。
Ａ１５.U365サポートデスクまでお問い合わせください。

留年や休学、編⼊などの事情がある場合、U365サポートデスクにご連絡してください。

Q１６.いらないと⾔う友⼈の名前で２本⽬を買いたいのですが。
Ａ１６.できません。使⽤者お⼀⼈につき１台のご利⽤ができるライセンスです。ライセンス契約違反になります。不

正が確認された場合、⼤学・学校側に連絡する場合がございます。
購⼊やダウンロードの履歴も記録されています。

Q１７.留学⽣、科⽬履修⽣、研究⽣などは購⼊できますか？
Ａ１７.本ライセンスをご購⼊できるのは、「全⽇制もしくは定時制の学⽣」となります。留学⽣は通常の学部学⽣等

であれば問題ございません。詳細は弊社担当者までお問い合わせください。
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17頁

ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。
お問い合わせ、お⾒積等についてはお気軽にお申し付けください。

■お問い合わせはこちら

■ご案内Webサイト
■株式会社内⽥洋⾏

https://ec1.u365.jp/portal/office/
http://www.uchida.co.jp/

ml-u365axies@uchida.co.jp


