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2 頁改定履歴

版数 日付 内容

第1.0 2019年8月19日 初版

第2.0 2021年3月19日 新ライセンスへの移行に伴う内容改定

第2.1 2021年4月30日 価格改定等



3 頁新ライセンスへの移行について

「ウチダのOffice学割（U365）」は、2021年4月以降、新しい内容に変わります。

マイクロソフト社におけるライセンス制度の変更を受け、2021年4月以降、サブスクリプション版であ
る、Microsoft 365 Apps／Office 365 A1 でのご提供となります。ご利用可能台数が増え、One Drive等
の各種オンラインサービスが付加されますが、ご利用は在学中のみとなります。卒業以降のご利用はで
きませんので、「卒業割」については終了となります。ご理解のほどお願い申し上げます。
尚、従来版でご購入済みのライセンスについては、そのままご利用いただけます。

■新規お申込みについて
2021年4月以降、新たに「ウチダのOffice学割」をお申込みになられる正会員校様向けに、お申込み書
を改定してご用意いたします。新お申込み書は準備が整い次第公開させていただきます。

■ご利用中のお客様について
既に「ウチダのOffice学割」をご利用中の正会員校様につきましては、ご利用を継続されない場合は、
本資料最終ページ記載の「お問い合わせはこちら」のメールアドレスまで、その旨をご連絡ください。
お手数をおかけし誠に恐れ入ります。何卒、ご理解のほどよろしくお願い申しげます。



4 頁ウチダのOffice学割（概要）
■ウチダのOffice学割（U365）

お申込みいただいた大学・教育機関の学生向けに、学割のお得な価格で、マイクロソフトOfficeの利用権をご
提供するサービスです。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。
この度の改定により、以下の通りのご提供となります。

■提供する製品

・Microsoft 365 Apps for Students
・Office 365 A1 for Students

Windows ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mac ○ ○ ○ ○ ○

iOS ○ ○ ○ ○ ○

Android ○ ○ ○ ○ ○



5 頁ウチダのOffice学割（概要）
■新たなU365について従来版との比較

新たなU365 （参考）従来のU365

Office

アプリケーション

Microsoft 365 Apps for Students
Office 365 A1 for Students

Microsoft Office Professional Plus (Windows)

Microsoft Office for Mac (macOS) 

各種
オンラインサービス

OneDrive(1TB) 
Teams Sway

無し

利用可能OS Windows, macOS, iOS, Android OS Windows, macOS

利用可能台数 Windows/macOSで計5台
タブレットで計5台
スマートフォンで計5台

1台

バージョン 常に最新版 2019 もしくは 2016

バージョンアップと機能更新は利用者が実施

利用期間 在学中のみ 在学中、および卒業時に譲渡（卒業時にご利用の
PCに限り継続利用可能）

マイクロソフト社包括ライセンス契約（EESやOVS-ES）で提供されるStudent Use Benefit特典による学生向けOfficeと基本的に同内容となります。

Word                Excel            PowerPoint           OneNote          Outlook           Access          Publisher

*1:Publisher及びAccessはWindowsPC
のみのご提供となります



6 頁ウチダのOffice学割（提供価格について）

№ 種別 利⽤期間 価格
（税抜）

価格
（税込）

AXIES割
価格

（税抜）

AXIES割
価格

（税込）
1 初回ご購⼊時（今年度限定） 翌年3月31日まで ￥6,800 ¥7,480 ￥5,100 ¥5,610
ー 初回ご購⼊時（来年度以降） 翌年3月31日まで ￥6,800 ¥7,480 ￥6,120 ¥6,732
2 継続ご購⼊時 年度単位（４月起算） ￥6,800 ¥7,480 ￥6,120 ¥6,732

新たなU365では、年度を基準とした1年間単位のサブスクリプションライセンスと
なります。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
・4月を起算とする年度を基準としてのご利用期間となります。
・在学中のみのご利用となります。卒業以降はご利用できません。
・ご利用期限の到来前に、登録いただいた学生のメールアドレス宛に継続のご案内を送信します。
・上記表の消費税率は10%です。
・上記価格は改定することがございます。
■量販店やWebでの販売価格（例・ご参考）
・Microsoft 365 Personal ￥12,984／年（税込）
・Microsoft Office アカデミックPOSA版 ￥30,580 (税込）
・Office Home ＆ Business 2019 ￥31,800 (税込）

今年度（2021年度）については、特別キャンペーンとして、初回ご購入時価格を￥5,100（税抜）といたします。



7 頁ウチダのOffice学割（学生の購入とダウンロード）
新U365においては、マイクロソフト社のCSP（Cloud Solution Provider）認定パートナーである内⽥洋⾏が、学⽣からの利⽤申込を受け、
貴学名義のテナントを運⽤管理し、学⽣が在学期間中安価にOfficeをご利⽤頂けるサービスになります。 ※１
学⽣は、従来どおりウチダ学割ストアで購⼊後、マイクロソフト社専⽤テナントからOfficeをダウンロードします。
弊社は、学⽣から利⽤申込・利⽤料の回収、ID/パスワードの管理を含むテナント運⽤、操作に関するサポートを⾏います。

※１︓提供開始時期は2021年６月1日とさせていただきます。学生

マイクロソフトCSP制度
を利⽤したご提供⽅法

U365専⽤テナント

教育機関向け
Officeライセンス

ウチダ学割ストア
（貴学向けECサイト）

学生所有端末
PC、タブレット
スマートフォン等

②メール通知（ID・パスワード発⾏）

①利⽤申込

③ログイン

W E B  
S t o r e

④Officeダウンロード

※利⽤ライセンスの購⼊

• 貴学名義のテナント※３で内⽥洋⾏が
テナントの運⽤管理を⾏います

テナントの運⽤管理

サポートデスク対応 ※２

⑤Officeの利⽤

※3︓テナントとは、マイクロソフトが提供するOffice365提供⽤サイトです。

＜内⽥洋⾏＞

※２︓ご購⼊、アプリケーションのインストールまでのご⽀援となります。
各アプリの操作⽅法等については対象外となります。

※4︓学⽣へのメール通知は、⼊⾦確認後の翌日から原則６営業日とさせていただ
きます。

※4



8 頁手続き等に関するご説明
１．新U365の『CSP方式』について

① マイクロソフトのソフトウェア販売の仕組みであるCSP（Cloud Solution Provider）を⽤いて実現します。
② 貴学向けのU365専⽤Office365テナントを開設し、認定パートナーである内⽥洋⾏が代⾏運⽤する形態となります。

※マイクロソフトのアカデミック版ライセンスを提供するために必要な形であり、貴学名義での開設となりますことをご承諾ください。
※貴学名義となるため、貴学ご担当者様のメールアドレス登録が必要となります。
※初回購⼊時にテナントを管理するマイクロソフト管理センターの貴学管理者様⽤ID・PASSが通知されます。同じID・PASSを⽤いて

内⽥洋⾏がテナントを管理しますので、パスワードは変更なさらないでください。
※学⽣の購⼊時に毎回メールが送信されます。また毎年のライセンス更新時、解約時等にメールが送信されます。
※従いまして、このメールアドレスは個人ではなく、専⽤のメールアドレスで登録頂くようお願いします。

③ 学⽣の購⼊はこれまで通り、U365のECサイトを⽤います。在学期間の利⽤料を年度単位でお⽀払いいただきます。
※購⼊申込に基づき、内⽥洋⾏がCSPを⽤いてマイクロソフトに発注しご提供する形となります。

④ 購⼊された学⽣について、テナントのログインID、パスワードを発⾏し、メールにて通知いたします。卒業までの管理を内⽥洋⾏が⾏います。
⑤ 学⽣は、U365専⽤Office365テナントにログインし、Officeをダウンロードしてご利⽤いただくきます。

※学⽣向けの導⼊マニュアル等を作成しております。

２．手続き等
■新規申込 ︓U365のサービス申込書に必要事項をご記⼊いただき、ECサイトとU365専⽤Office365テナントを開設いたします。
■既存移⾏ ︓新サービスへの移⾏と継続のご意思を確認させていただき、U365専⽤Office365テナントの開設をご承諾いただきます。



9 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。
・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

・AXIES加盟校様で、本特別割引ご提供の開始前からご利用中の大学様につきましては、大学からのお申し出を受け、
本割引提供を適用させていただきます。



10 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.おひとりさまにつき1回、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.PC（Windows、macOS）5台、タブレット5台、スマートフォン5台までご利用できます。

仮想環境でのご利用についても1台とカウントされます。

Q3.卒業後もOfficeを利用することはできますか？
Ａ3.在学中のみとなり、卒業後にご利用いただくことはできません。

従来の「卒業割」についても、終了となります。

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.卒業までのご利用権となりますので、できません。

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、常に最新版が自動的に提供されますので、バージョンアップという概念は無くなります。

（マイクロソフトによる修正パッチの適用はございます）



11 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.常に最新版のご提供となるため、できません。ダウングレードという概念が無くなります。

Q７.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？
Ａ７.在学中、Q2のご回答記載の台数の範囲内で、自由に行うことができます。

Q８.留年（或いは留学や休学など）したのですが。
Ａ８.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。この

時点でご利用権は無くなります。継続してご利用されたい場合は、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。

Q９.学生なのでクレジットカードを持っていません。
Ａ９.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。

Q１０.コンビニでの支払いは可能ですか？
Ａ１０.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）



12 頁FAQ
Q１１.大学（学校）から、無料でOfficeが使えると聞いたのですが。
Ａ１１.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特典）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。「U365 ウチダのOffice学割」は、基本的にこれ
と同じ内容となります。

Q１２.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。
Ａ１２.できません。使用者お一人につき1回限りご利用ができる制度です。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。

Q１３.留学生、科目履修生、研究生などは購入できますか？
Ａ１３.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。



13 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

本資料で提示した内容は、マイクロソフト社におけるライセンス制度の改変等の事由により、変更となる可能性がございます。
予めご承知おきください。


