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概要

•

透明性のある価格設定。お客様の自社の通貨建ての
ファンド残高に照らしながらサービスの希望小売価格

VMware® 購入プログラムは、VMware の製品とサービス

（MSRP） コストを簡単に追跡できます

を柔軟性と費用対効果に優れた方法で購入していただける
プログラムです。リセラー経由による小規模なご購入の場
合でも、大規模で戦略的なご購入をお考えの場合でも、貴
社のニーズに適した VMware 購入プログラムをご用意し

プログラムの特典
•

VMware サブスクリプション クレジットの購入時の
割引

ています。

2

と、利用したサービスの数量と期間に応じて

ボリューム ディスカウント

3

を提供

Subscription Purchasing Program （SPP） は、「サブ
スクリプション サービス クレジット」 という形式を通じ

•

期間 （1 か月～ 3 年） や課金方式 （月払い、年払

て VMware サブスクリプション サービスを柔軟に購入

い、前払い） など VMware サブスクリプション サー

できるプログラムです。サブスクリプション サービス ク

ビスの柔軟な組み合わせが可能

レジットとは、クレジットを 「ファンド残高」 として
VMware との取引通貨建てで預けておき、SPP

•

サービス コスト、定期コスト、および使用量に基づく
コストの支払いには、まずファンド残高が使用される

ELIGIBILITY MATRIX （SPP 対象サービス一覧表） に記

ため、発注書を毎月作成する必要がなく、サブスクリ

載されたさまざまな VMware サブスクリプション サー

プション サービスの利用が容易

ビスと引き換えることができるしくみです。
•

プログラムの特長

購入いただいたクレジットを将来にわたって保証。
SPP ELIGIBILITY MATRIX （SPP 対象サービス一覧
表） に記載されたすべてのサブスクリプション サー

•

VMware サブスクリプション サービスの提供を、

ビスは、初期購入以降にリリースされたサービスにも、

セルフ サービスで必要に応じて要求可能
•

クレジットを使用可能

ファンド残高の一元管理と個別管理が可能。これによ

•

り、ファンド残高をさまざまな部門、プロジェクト、

My VMware で提供するセルフ サービス レポートを
通じて、お客様の引き換えを追跡して管理

ユーザーに割り当てることができます
•

ファンド残高をいつでも追加可能

•

新しいサービスの提供、既存サービスへの追加 、サー

1

ビスの更新、サービスの定期コストや超過分への充当
など、ファンド残高の柔軟な使用が可能

―――――
2

ディスカウントの計算は、VMware のその時点での各地域の MSRP 価格によって行われます。

VMware では、リセラーを通じて購入される製品やサービスに対して最終的な価格および支払条
件を設定していません。最終的な価格および支払条件は、お客様とリセラーとの間で締結された

―――――

契約によって決定されます。
3

1

詳細は、11 ページをご覧ください。

これらのディスカウントは、各サービスの区分構造に基づく引き換え価格の減額として提供さ

れます。
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ご利用を始めるには

•

My VMware へのログイン： My VMware の SPP
に関するページにアクセスし、購入した SPP ファン

サブスクリプション サービス クレジットを購入する前に、

ド （FUND） 残高を表示して管理できます。

次の作業を行っていただく必要があります。
•
•

クレジットの引き換え： My VMware の SPP の

VMware 購入プログラムへの登録： VMware

ページで、通貨建ての SPP クレジットをさまざまな

Purchasing Programs のページ

サブスクリプション サービスと引き換えることがで

（www.vmware.com/go/purchasenow （英語））

きます。

で SPP に登録してください。登録フォームに入力す
ると、お客様を SPP ファンド （FUND） オーナー
として識別するための VMware 購入プログラム
メンバーシップ番号が届きます。すでに VMware 購
入プログラムへの登録がお済みの場合は、現在のメン
バーシップ番号を使用して SPP ファンド （FUND）

•

は、SPP プログラム ガイド
（www.vmware.com/go/purchasenow （英語））
に記載されている利用条件の適用を受けます。

詳細情報

SPP クレジットを算出するための需要の計算： SPP

SPP の詳細については、VMware 購入プログラムのペー

Configurator を 使 用 し て 、 契 約 期 間 に お け る

ジ （www.vmware.com/go/spp （英語）） をご覧くだ

VMware サブスクリプション サービスの需要を見積

さい。

て の ク レ ジ ッ ト 価 格 が 設 定 さ れ て い ま す 。 SPP
Configurator により、サービスの需要予測をもとに
クレジットの推奨金額が算出されます。

米国の公共機関のお客様には、資格制限が適用されます。
対象のお客様には、州政府や地方自治体のお客様などが含
まれます。米国連邦政府機関のお客様は、本プログラムを
ご利用いただけません。米国公共機関のお客様が SPP

SPP パートナーまたは VMware 営業担当者への連

クレジットを購入する契約を締結すると、適用される法律

絡： VMware の認定パートナーまたは営業担当者に

および規制によってサブスクリプションの購入と前払いが

問い合わせて、見積もった需要を満たせる数のクレ

許可されたことを証明していると見なされます。

ジット を購入 して くださ い 。SPP の発 注書に は、
VMware 購入プログラム メンバーシップ番号、ファ
ンド （Fund） オーナー番号、および My VMware
エンタイトルメント アカウント （EA） 番号を記載
してください。
•

SPP プログラム ガイドの確認： お客様の参加と購入

オーナーとしてご登録いただけます。

もります。SPP の対象サービスには、それぞれ通貨建

•

•

SPP クレジットの購入後は、次の操作を実行できます。

このプログラム ガイドには、SPP の諸条件が記載されて
います。VMware は、任意の時期に、独自の裁量で、本プ
ログラム ガイドを修正する権利を留保します。また、それ
らの修正はすべて、修正の発効日より、SPP クレジットの
購入および SPP ファンド （FUND） 残高に適用される
ものとします。
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SPP の概要
初期購入や追加購入で推奨される
最低取引規模

1 年間のサブスクリプション サービスまたは VMware や VMware 認定パートナーとの
契約期間のコストをカバーする規模

利用可能なサブスクリプション サービス

将来のリリースを含めて、VMware の価格表に記載されているさまざまなサブスクリプ
ション サービス （詳細については SPP Eligibility Matrix （SPP 対象サービス一覧表）
を参照ください）

サービスの利用条件

お客様が引き換えた各 VMware サブスクリプション サービスを使用する権利は、サービ
スの利用条件 （TOS） の適用を受けます （TOS については、
www.vmware.com/jp/download/eula/ をご覧ください）

SPP クレジット期間

特に指定がない限り、1 年間

SPP サービス期間

引き換えたサブスクリプション サービスの期間に相当

対象となるお客様

企業および教育機関

SPP の基本的な用語と定義
VMware 購入プログラム メンバーシップ： Enterprise

の SPP ファンド （FUND） を管理したりすることもで

Purchasing Program （EPP） または Subscription

きます。

Services Purchasing Program （SPP） のお客様が、
Volume Purchasing Program （VPP） を通じて購入す
るには、まず VMware の購入プログラムに登録してメン
バーになる必要があります。登録が完了すると、お客様に
VMware 購入プログラム メンバーシップ番号が届きます。

ファンド ユーザー （Fund User）： SPP ファンド
（FUND） オーナーにより特定のファンド残高に対して指
定されたユーザー。指定されたファンド ユーザー （Fund
User） は、My VMware ポータルで SPP クレジットを
引き換えることができます。

サブスクリプション サービス クレジット （SPP クレ
ジット）： VMware との取引に使用されている現地通貨
建ての価値単位。SPP のお客様は、SPP クレジットを購
入して、SPP ELIGIBILITY MATRIX （SPP 対象サービス
一覧表） に記載された VMware サブスクリプション
サービスと引き換えることができます。

ファンド残高： ファンド残高は、VMware との取引通貨
建て

4

になっており、VMware サブスクリプション サー

ビスとの引き換えに使用できる最高額です。ファンド残高
は、複数の SPP クレジット購入で構成されることがあり
ます。SPP クレジットの購入ごとにそれぞれ 1 つのファン
ド （Fund） となり、すべて集計されて 1 件のファンド残

ファンド （Fund） オーナー： 登録を実行したユーザー、

高として扱われます。SPP のお客様は、複数のファンド残

または登録時にパートナーによって指定されたユーザー。

高を所有できます。

My VMware ポータルで SPP クレジットの購入、受け取
り、および引き換えを行う権限が付与されます。ファンド
（Fund） オーナーは、任意のファンド ユーザー （Fund
User） を指定して SPP クレジットを付与したり、複数

―――――
4

米ドル、ユーロ、英国ポンド、日本円、オーストラリア ドル、および現地ドル （該当する場合）
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ファンド （Fund）： SPP のお客様が購入した SPP ク

SPP 期間： SPP クレジットの各購入の有効期間は、

レジットのオンライン リポジトリ。ファンド （Fund） は、

VMware または VMware 認定パートナーとの契約で特

VMware との取引に使用されている現地通貨建てで、

に指定されていない限り、1 年間です。開始日は、SPP

MSRP 価格に相当します。SPP クレジットの各購入には、

クレジットの注文が VMware に受理された日です。ファ

有効期限が設定されます。

ンド （Fund） オーナーおよびファンド ユーザー （Fund
User） は、SPP 期間中にファンド残高をサブスクリプショ

利用可能な SPP ファンド （FUND） / ファンド残高：
お客様は、SPP クレジットの購入ごとに設定される期間内
に、ファンド残高を使用する必要があります。有効期限に
達する前のファンド （Fund） は、
「利用可能な SPP ファ
ンド （FUND）」 と呼ばれます。ファンド残高は、それ
ぞれに有効期限のある複数の利用可能な SPP ファンド
（FUND） で構成されることがあります。1 人の SPP ファ

ン サービスと引き換える必要があります。引き換えまたは
使用されなかったファンド残高は、各期間の終了とともに
期限切れになります。ファンド残高は、それぞれに有効期
5

限のある複数の SPP ファンド （FUND） で構成される
ことがあります。ファンド残高内の特定のファンド （Fund）
が期限切れになると、ファンド残高の合算からも除外され
ます。

ンド （FUND） オーナーまたはファンド ユーザー （Fund
User） が、複数の利用可能なファンド残高を一括して管理

SPP サービス期間： VMware サブスクリプション サー

したり引き換えを行ったりすることができます。ただし、

ビスには、1 か月から 3 年までの間で期間が設定されてい

ファンド （Fund） オーナーやファンド ユーザー （Fund

ます。サービス期間の開始日は、サービスが VMware に

User） は、複数の利用可能な SPP ファンド （FUND） 残

よって提供された日であり、お客様がサービスを引き換え

高を統合または組み合わせて、1 つの VMware サブスクリ

た日ではありません。サービス期間は SPP 期間より長く

プション サービスと引き換えることはできません。

なることも、短くなることも、または同じになることもあ
ります。

期限切れの SPP ファンド （FUND） / ファンド残高：お
客様は、SPP クレジットの購入ごとに設定される期間内に、

SPP クレジットの初回注文： SPP に参加するには、ファ

ファンド残高をすべて使い切る必要があります。有効期限に

ンド （Fund） オーナーが SPP クレジットを購入する必

達したファンド （Fund） は、「期限切れの SPP ファン

要があります。これを、SPP クレジットの初回注文と呼び

ド （FUND）」 と呼ばれます。ファンド （Fund） が期

ます。この購入では、SPP クレジット SKU を使用して、

限切れになると、ファンド （Fund） オーナーは、期限切

SPP クレジットの初回注文を行います。購入した SPP

れのファンド （Fund） に関する引き換えレポートのダウ

クレジットは、お客様の My VMware アカウントに、

ンロード以外は実行できなくなり、期限切れのファンド

VMware との取引の通貨建てのファンド残高として反映

（Fund） に関連付けられた残高は一切引き換えができなく

されます。

なります。ファンド残高は、それぞれに有効期限のある複数
の SPP ファンド （FUND） で構成されることがあります。
ファンド残高内の特定のファンド （Fund） が期限切れに
なると、ファンド残高の合算からも除外されます。ファンド
（Fund） の有効期限日以降に発生する課金には、このファ
ンド （Fund） は適用されません。

―――――
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複数の SPP クレジットを購入した場合
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追加注文： SPP ファンド （FUND） オーナーは、SPP

www.vmware.com/go/purchasenow （英語） で入手

クレジットを追加購入して、ファンド残高を増やすことが

できます。

できます。ファンド （Fund） オーナー、エンタイトルメ
ント アカウント番号、および取引通貨が同じである限り、
SPP クレジットを追加購入すると、既存の SPP ファンド
（FUND） 残高が増額されます。3 つの条件のいずれかが
異なる場合は、SPP クレジットを注文すると、新たにファ
ンド残高が作成されます。

プログラム ルール
登録
お客様は、VMware 購入プログラムのホームページ
（www.vmware.com/go/purchasenow （英語）） か

My VMware： My VMware は、アカウント ベースの統

ら SPP に登録できます。登録の際、お客様は自身を SPP

合型ポータルです。お客様は、重要な機能にすばやくアク

ファンド （FUND） オーナーに指定します。VMware 認

セスできる直感的な画面操作により、製品ライセンスの表

定パートナーがお客様を SPP ファンド （FUND） オー

示と管理、EPP トークンと SPP クレジットのサポートと

ナーに指定する場合もあります。お客様は、新規メンバー

引き換えを実行できます。

として VMware 購入プログラムに登録するか、既存の
メンバーシップに SPP ステータスを追加することができ

サービス ID （SID）： 有効期限が同じ関連サービスをま

ます。既存の VMware 購入プログラムに加入している企

とめたグループ用の一意の識別子。グループ化を行うには、

業の関連会社に所属するユーザーは、親会社の VMware

「アドオン」サービスを購入して既存のサービス ID （SID）

購入プログラムへの加入をリクエストできるほか、SPP

に割り当てます。最初の購入をベースにアドオン サービス

ファンド （FUND） オーナーに志願することもできます。

の購入をグループ化すると、サービス コンポーネントの結

関連会社は、SPP の発注書を発行する前に、親会社のプラ

合、課金の統合、関連アイテムの契約満了日の調整が可能

イマリ メンバーシップ管理者 （PMA） から承認を受ける

になります。

必要があります。

課金日： 課金日は、毎月お客様に対してサービス ID （SID）

VMware の購入プログラムに新しく登録したお客様には、

の課金が行われる日です。

VMware 購入プログラム メンバーシップ番号が付与され

SPP ELIGIBILITY MATRIX （SPP 対象サービス一覧表）：
ファンド残高はオンラインで VMware サブスクリプショ
ン サービスと引き換えることができます。SPP
ELIGIBILITY MATRIX （SPP 対象サービス一覧表） には、
ファンド残高で引き換えが可能な一般公開済みの
VMware サブスクリプション サービスの一部が記載され

ます。今後 SPP または VPP の発注書を発行する際は、
このメンバーシップ番号を使用します。既存の VMware
購入プログラム メンバーシップに SPP ステータスを追
加したお客様には、新しいメンバーシップ番号は付与され
ません。SPP または VPP の発注書を発行する際は、引き
続き既存のメンバーシップ番号を使用します。

ています。SPP ELIGIBILITY MATRIX （SPP 対象サービ

1 つの VMware 購入プログラム メンバーシップには複数

ス一覧表） は毎月更新され、新しいサービスの追加や終了

の SPP ファンド （FUND） オーナーを設定できます （多

したサービスの削除が行われます。SPP ELIGIBILITY

対一の関係） が、各 SPP ファンド （FUND） およびそ

MATRIX （SPP 対象サービス一覧表） は、

れらで構成されるファンド残高にはファンド （Fund）
オーナーを 1 人しか設定できません （一対一の関係）。
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VPP のお客様

にログインして、購入したクレジットの管理や引き換えを
行う手順が記載された E メールが届きます。

既存の VPP のお客様が SPP クレジットを購入した場合
は、VPP の利用条件に従い、対象となる VPP のポイント
6

が蓄積されます 。たとえば、受理された SPP 対象注文に

販売終了 （EOL）

お客様の VPP 番号が記載されていれば、SPP クレジット

VMware では定期的に、一部の VMware サブスクリプ

を 300,000 ドル購入したお客様には 3,000 VPP ポイ

ション サービスを販売終了 （EOL） に指定します。EOL

ントが付与されます。

に指定されたサービスは VMware の価格表での販売が行
われなくなり、SPP で引き換えることもできなくなります。

初期購入

EOL サービスは、VMware が設定した EOL の前日まで
であれば引き換えることができます。

SPP クレジットを購入するには、SPP ファンド （FUND）
オーナーが SPP クレジット SKU の発注書を VMware
に発行します。SPP クレジット SKU の 1 単位は、お客様
の購入に適用される価格表に基づく換算価値を表します。

対象となるサービスと
今後の予定

米国の価格表で購入する場合、SPP クレジット SKU の 1

ファンド （Fund） オーナーとファンド ユーザー （Fund

単位は、100 米ドル （MSRP） に相当します。その他の

User） は、ファンド残高をさまざまな VMware サブスク

国では、SKU の 1 単位は、100 ユーロ、100 英国ポンド、

リプション サービスと引き換えることができます。SPP

100 オーストラリア ドル、10,000 円、または 100 現地

の引き換えの対象となる VMware サービスの一覧につい

ドル （該当する場合） に相当します。価格はすべて MSRP

ては、SPP ELIGIBILITY MATRIX （SPP 対象サービス一

です。SPP SKU は、お客様固有のニーズや予算に合わせて、

覧表） をご覧ください。

複数の数量を注文することができます。

また、VMware では今後も、お客様の SPP 期間中に、対

例： VMware サブスクリプション サービス用に

象サービスが一般公開された時点で、または公開後すみや

300,000 米ドル （MSRP） が必要な場合、SPP ファン

かに、それらのサービスの一覧を追加します。対象サービ

ド （FUND） オーナーは、SPP クレジット SKU 3,000 単

スの一覧に今後追加されるものには、次のようなものがあ

位の発注書を発行します。注文が受理されると、300,000

ります。

米ドルのファンド残高が作成されます （100 ドル x
3,000 単位 = 300,000 ドル分

7

の SPP クレジット）。

o

の時点の

SPP 発注書が受理されると、My VMware ポータルでは自

VMware 価 格 表 に 掲 載 さ れ て い る

VMware サブスクリプション サービス

動的に （発注書の記載にしたがって） 適切な SPP ファ
ンド （FUND） 残高が SPP ダッシュボード ページに追

お客様の SPP 期間の開始日以降に一般公開され、そ

o

SPP Redemption Configurator または対象サービ

加されます。ファンド （Fund） オーナーには、My VMware

ス一覧表に掲載されている VMware サブスクリプ

―――――

ション サービス

6

VPP プログラム ガイドをご覧ください （www.vmware.com/go/purchasenow （英語））

7

SPP クレジットの購入に割引が適用される場合がありますが、ファンド残高には常に購入の

MSRP 価格が VMware との取引通貨で反映されます。
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8

今後 SPP の引き換えの対象に含まれないサービスは、一

払い方法

般的に次のようなサービスです。

るかをまとめたものです。

o

SPP での提供を禁じたサード パーティの制限事項の適用を
受ける VMware サブスクリプション サービス

o

VMware 以 外 の 事 業 体 に よ っ て リ リ ー ス さ れ た
VMware サブスクリプション サービスや、VMware
が合併や買収、資産の購入によって取得した VMware
サブスクリプション サービス

o

に応じてファンド残高がどのように差し引かれ

月払い

年払い

前払い

期間 1 か月

月単位

該当しない

該当しない

期間 3 か月

月単位

該当しない

1 回限り、
前払い

期間 12 か月

月単位

年単位

1 回限り、
前払い

期間 24 か月

月単位

年単位

1 回限り、
前払い

期間 36 か月

月単位

年単位

1 回限り、
前払い

VMware が特別に SPP の対象外として指定した
VMware サブスクリプション サービス

誤解を避けるために付記しますと、定期払いの方式でサー
ビスを引き換えた場合、お客様は、選択したサービスの価

o

法 律 の 規 定 に し た が っ て SPP か ら 除 外 さ れ た
VMware サブスクリプション サービス

お客様がファンド残高をこれらのアドオン サービスと引
き換える際は、利用可能なファンド （Fund） から引き換
える必要がありますので、ご留意ください。

サブスクリプション サービス
クレジットの引き換え
SPP クレジットを引き換えるには、ファンド （Fund）
オーナーまたはファンド ユーザー （Fund User） が My

格に相当するファンド残高を維持する義務が生じます。こ
のファンド残高は、上の表に示したとおり、定期的に差し
引かれていきます （期間 3 か月や 12 か月などが該当）
例： お客様がクレジットを 24 か月のサービスと引き換え
て月払いを選択した場合、引き換え時点ではサービスの月
額分のみが差し引かれ、以降毎月同様に差し引かれていき
ます。同じサービスで年払いを選択した場合は、引き換え
時にサービスの年額分が差し引かれ、以降毎年同様に差し
引かれていきます。同じサービスで前払いを選択した場合
は、引き換え時にサービスの全額分が差し引かれます。

VMware にログオンし、SPP のページにアクセスします。
[Redeem （引き換え）] を選択し、SPP Configurator を
使用してサービスとアドオン サービスを選択します。ファ
ンド残高がサブスクリプション サービスの期間全体をカ
バーしていなくても、SPP クレジットをサブスクリプショ
ン サービスと引き換えることができます （前払いサービ
スを除く）。引き換えたサブスクリプション サービスを充
当できるだけのファンド残高が残っていない場合は、SPP
クレジットを追加購入する必要があります。お客様が引き
換えの注文を行うと、その引き換えに相当する価格分が
ファンド残高から差し引かれます。次の表は、選択した支

―――――
8

支払い方法は、購入したクレジット残高がファンド残高からどのように差し引かれるかを示し

ています。
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割引

引き換えることができます。クレジットの引き換えは、
サービスの初期提供 （引き換えの注文） に含めることも、

お客様が VMware または VMware 認定パートナーから
SPP クレジットを購入する際に、割引

9

が適用される場合

があります。お客様のファンド残高には、お客様が実際に

サービスが提供された後で行うこともできます。アドオン
サービスの有効期間は常に、初期購入時に割り当てられた
サービス ID （SID） と同じ期間になります。

支払った価格にかかわらず、常に、購入した MSRP 価格が
VMware との取引通貨建てで反映されます。期間が複数年
のサービスと引き換え、前払いまたは年払いを選択すると、
（1 か月のサービスや月払いに比べて） 高い割引率が適用
されます。たとえば、期間が 12 か月のサービスは、同じサー
ビスで期間が 1 か月の場合よりも、1 か月あたりのコスト
を低く抑えられます。同様に、12 か月のサービスで前払い
を選択すると、12 か月のサービスで月払いを選択したとき
よりも、毎月のコストが低くなります。これらの割引は、
（1 か月サービスの月払いよりも） 低い価格でのサービス
の引き換えという形で提供されます。

初期購入時に SPP ファンドで引き換えられた SID に対
してのみ SPP ファンドを利用してアドオン サービスを
引き換えていただく必要があります。
例： お客様が 2014 年 11 月 1 日開始の 12 か月契約の
SID に対して、お客様が 12 か月のファンド残高をアドオ
ン サービスに引き換えを購入し、月払いを選択し、米国に
おける月額 （MSRP） が 100 米ドルだった場合を例にと
ります。このアドオン サービスは 2014 年 11 月 15 日に
引き換えられ、購入されました。アドオン サービスは、2014
年 11 月 15 日～ 2015 年 10 月 30 日までの 12 か月の
サービスとして月払いで購入されました。SID の課金日は、

サービスの提供

2014 年 11 月 15 日になります。

お客様から引き換えの注文を受け取ると、VMware はサー

引き換えの際、お客様のファンド残高は、2014 年 11 月 15

ビスの利用条件 （TOS） にしたがってサービスを提供し

日から 2014 年 11 月 30 日までを日割り計算した金額分、

ます （TOS については

つまり 52.60 米ドル （MSRP）

www.vmware.com/jp/download/eula をご覧ください）。

間コスト 1,200 ドル / 365 日 x 16 日）。ファンド残高

サービスの開始日は、引き換えの注文が行なわれた日では

は、セクション 「サブスクリプション サービス クレジッ

なく、サービスが提供された日となります。お客様が引き

トの引き換え」 に記載されている表に基づいて差し引かれ

換えた各 VMware サブスクリプション サービスを使用

ます。詳細については、セクション 「月単位または年単位

する権利は、TOS の適用を受けます （TOS については、

の定期課金」 をご覧ください。

10

差し引かれます （年

www.vmware.com/jp/download/eula/ を参照）。

アドオン サービス
お客様は、クレジットを SPP ELIGIBILITY MATRIX （SPP
対象サービス一覧表） に記載されたアドオン サービスと

―――――
9

ディスカウントの計算は、VMware のその時点での各地域の MSRP 価格によって行われます。

VMware では、リセラーを通じて購入されるライセンスに対して最終的な価格および支払条件を

―――――

設定していません。最終的な価格および支払条件は、お客様とリセラーとの間で締結された契約
によって決定されます。

10

ファンド残高は VMware との取引通貨で維持されます。
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サービスの利用条件

いとして差し引かれます。ただし、使用量測定型のコンポー

お客様が引き換えた各 VMware サブスクリプション

サービスへの課金は、サービス ID （SID） 単位で、各サー

サービスの使用は、そのサービス向けの利用条件 （TOS）

ビス ID （SID） の課金日に行われます。課金イベントま

の適用を受けます （TOS については、

たは支払いは、お客様のファンド残高の減額を意味し、発

www.vmware.com/jp/download/eula/ をご覧ください）。

注書の発行は必要ありません。複数のサービス ID （SID）

ネントは、後払いとしてファンド残高から差し引かれます。

をお持ちのお客様には、サービス ID （SID） ごとに課金

課金

日が設定されます。発注書は、お客様が SPP クレジット
を追加購入するときにのみ必要になります。

SPP では、お客様は、新規サービスの提供要求、アドオン
サービスと更新、毎月の定期的な請求、使用などに対して、

例： お客様は、米国での月額 （MSRP） が 1,000 米ド

毎月注文書を発行する必要がありません。使用可能なファ

ルのサービスを月払いで利用し始めました。このサービス

ンド残高は、毎月 （または毎年） の引き換えの際に、引

の課金日は、2014 年 10 月 1 日です。このお客様が、2014

き換えたサービスのコストに相当する額が自動的に差し引

年 10 月 15 日に、12 か月のアドオン サービスをクレジッ

かれます。これには、従量課金 （使用量に基づくコスト）

トで引き換え、月払いを選択しました。このアドオン サー

も含まれます。月単位および年単位の定期料金は、ファン

ビスの米国での月額 （MSRP） は 100 米ドルです。セク

ド残高から先払いとして差し引かれます。ただし、従量課

ション 「アドオン サービス」の説明に従うと、2014 年 10

金 （使用量に基づくコスト） コンポーネントの利用は、

月 15 日を引き換え日とした場合、お客様のファンド残高

後払いとしてファンド残高から差し引かれます。お客様は、

からは引き換え時に 52.60 米ドル （MSRP） が差し引か

引き換えたサービスのコストをカバーできるだけのファン

れます。ところが、実際にはサービスは、2014 年 10 月 20

ド残高を維持する必要があります。取引状態が良好なお客

日になってから提供されました。

様は、ファンド残高がマイナスになっても、課金日から 30
日間まではマイナスのファンド残高を維持できます。これ
は、お客様が SPP クレジットを追加購入するための発注
書を作成している間にサービスを中断させないための措置

2014 年 11 月 1 日になると、お客様のファンド残高からは、
2014 年 11 月 1 日から 2014 年 11 月 30 日までの分と
して、下記の金額 （米国、MSRP） が差し引かれます。

です。ファンド残高が足りない状態やマイナス残高が 30
1）

日を超えて続いた場合は、TOS にしたがってサービスが停
止されるか終了します （TOS については

1,000 ドル： 月単位のサービス分

2） 100 ドル： アドオン サービスの購入分

www.vmware.com/jp/download/eula をご覧ください）。
3） -14.04 ドル： サービスが 2014 年 10 月 20

月単位または年単位の定期課金

日に提供されたことによるアドオン サービスの
クレジット

11

VMware では、サービスが月払いか年払いかに応じて、お
客様のファンド残高を月単位または年単位で自動的に減額
し、お客様が引き換えたサービスのコストに充当します。

―――――

月単位および年単位の定期料金は、ファンド残高から先払

11

このクレジットは、最初に差し引かれた金額と提供日に基づく実際のコストの差額です。
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引き換え時、お客様のファンド残高から 52.60 米ドル
（MSRP） が差し引かれました （2014 年 10 月 15 日か

更新

ら 2014 年 11 月 1 日までの日割） が、本来差し引かれる

お客様は、ファンド残高を使用して購入した既存の

金額は 36.17 米ドルでした （2014 年 10 月 20 日から

VMware サブスクリプション サービスの更新にも、ファ

2014 年 11 月 1 日までの日割）。この差額がお客様にクレ

ンド残高を使用できます。SPP では、自動更新、セルフ

ジットで返金されています。

サービス更新、発注書による手動更新の 3 種類の更新オプ
ションが用意されています。ファンド残高を使用して購入

役割と責任
役割

したサービス ID （SID） はすべてデフォルトで、自動更
新に設定されています。お客様は、My VMware のサブス
ファンド
（Fund）
オーナー

ファンド
ユーザー
（Fund
User）

クレジットの管理

√

ユーザーの管理

√

クレジットの
引き換え

√

√

引き換えレポート
のダウンロード

√

√

サービス
ID （SID）
マネージャ

クリプション サービスのページにログインして、購入オプ
ションを変更できます。発注書による手動更新の場合、更
新日の 30 日前までに発注書を発行する必要があります

13

。

既存のサービス ID （SID） の更新を停止するには、My
√

12

VMware ポータルでサービス ID （SID） の設定を変更し
ます。
セルフ サービス更新の場合は、更新日の 90 日前

14

から

My VMware での
ファンド残高管理

15 日前の間に更新の構成を変更できます。変更を加えない

SPP ファンド （FUND） オーナーとファンド ユーザー

前払いによる減額） を使用して自動的に更新されます。

（Fund User） （存在する場合） は、My VMware に

セルフ サービスによる変更では、キャパシティの追加と削

ログインし、SPP ダッシュボード ページで、新たに作成

減を行うことができますが、通貨の変更、パートナーの変

した SPP ファンド （FUND） 残高の表示や、SPP クレ

更、ファンド残高の使用から月単位や年単位の発注書への

ジットと VMware サブスクリプション サービスの引き

支払い方法の変更はできません。詳細については、パート

換えを行います。ファンド残高には、購入した SPP クレ

ナーの変更、通貨の変更、および支払い方法の変更に関す

ジットの MSRP 価格が、VMware との取引で使用してい

る各セクションをご覧ください。お客様は、前述の期間内

る通貨建てであらかじめ読み込まれています。ファンド残

であれば、構成に複数回、変更を加えることができます。

高は、SPP ファンド （FUND） オーナーやファンド ユー

VMware は更新日に、最後に保存された構成を処理します。

限り、各サービス ID （SID） は、現在の構成、既存の期
間と支払い方法 （ファンド残高の月単位、年単位、または

ザー （Fund User） がクレジットを VMware サブスク
リプション サービスと引き換えるたびに減額されます。ま
た、月単位または年単位の定期課金や超過分については、
自動的に減額されます。

―――――
―――――
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月単位のサブスクリプションでは、更新日の 5 日前までに発注書を発行する必要があります。

12

14

90 日前は、期間が 90 日間より長いサービス ID （SID） の場合。90 日間以下の場合は、

アドオン サービスのみ。サービス ID （SID） マネージャには、新しいサービスを引き換え

るためのアクセス権がありません。

変更できるのは 30 日前。
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レポート作成の要件

ポリシー

My VMware の SPP ダッシュボード ページには、強力な

価格設定 / 料金表

レポート作成機能が搭載されています。このレポートには、
SKU、引き換えた数量、注文で差し引かれた金額、引き換
えの発注日などが記載されます。レポートは、ファンド
（Fund） オーナーとファンド ユーザー （Fund User） が
ダウンロードできます。ファンド ユーザー （Fund User）
は、自分が実行した引き換えに関する詳細情報しか閲覧で
きませんが、ファンド （Fund） オーナーは、ファンド
（Fund） に関連付けられたすべての引き換えに関する詳
細を確認できます。

My VMware の SPP ダッシュボード ページには、ファン
ド残高が、購入時の VMware との取引通貨建ての MSRP
価格で反映されます。ファンド残高から減額する際の基準と
なる当該サービス用の料金表も、ファンド残高と同じ通貨建
ての MSRP 価格に基づいて作成されています。この料金表
には、期間が長いサービスの引き換えに適用される割引、ボ
リューム区分に基づくディスカウント、前払いまたは年払い
オプションを選択した場合の割引も反映されています。
例： 価格はすべて米ドル （MSRP） です。実際の価格は

関連会社

異なる場合があります。
VMware vCloud
Hybrid Service 仮想プライベート
クラウド A1A 基本サブスクリプ
ション - SSD 活
用型 - 月払い

VMware vCloud
Hybrid Service - 仮
想プライベート クラ
ウド A1A - 基本サブ
スクリプション SSD 活用型 - 前払
15
い

期間 1 か月

1,289 ドル/月

該当しない

期間 12 か月

1,237 ドル/月

1,211.67 ドル/月

期間 24 か月

1,186 ドル/月

1,160.00 ドル/月

期間 36 か月

1,134 ドル/月

1,109.00 ドル/月

ファンド （Fund） オーナーは、関連会社に対して SPP
ファンド （FUND） 残高の共有または譲渡をすることは
できません。また、同じ企業傘下の複数の関連会社が 1 つ
の事業体としてファンド残高を統合し、SPP クレジットを
購入することもできません。ただし、お客様が、承認され
た関連会社のファンド （Fund） オーナーとして登録し、
各関連会社のために SPP クレジットを購入することはで
きます。関連会社が既存の VMware 購入プログラムに加
入するには、次の条件をすべて満たす必要があります。
（1）

価格設定の詳細については、該当するサービスの利用条件

親会社が 50% 以上を出資している。（2） 親会社の購入

（www.vmware.com/jp/download/eula） および関連

部門を通じて VMware サブスクリプション サービスを

するサービス概要をご覧ください。

購入している。（3） 証券取引市場に独自の株式銘柄コー
ドで上場していない。

チャネル
VMware のチャネル パートナーがお客様に SPP クレ
ジットを販売する場合、パートナーは事前に VMware の
承認を受けている必要があります。

―――――
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前払いオプションを選択すると、ファンド残高からサービスの全期間分が差し引かれます。表

記されている月額は、コストの比較のみを目的としています。
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財務的責任
お客様は、引き換えたサービスのコストに充当できるだけ

複数の SPP ファンド （FUND）
と契約

のプラスのファンド残高を維持する必要があります。また、

SPP ファンド （FUND） オーナーは、一度に複数の利用

プラス残高を維持するために SPP クレジットを追加する

可能な SPP ファンド （FUND） 残高を所有し、管理す

際は、VMware または VMware 認定パートナーから購入

ることができます。ただし、SPP ファンド （FUND） オー

する必要があります。お客様は、ファンド残高がマイナス

ナーおよびファンド ユーザー （Fund User） は、次のこ

になっても、課金日から 30 日間まではマイナスのファン

とを行うことはできません。

ド残高を維持できます。これは、お客様が SPP クレジッ
トを追加購入するための発注書を作成している間にサービ

•

える。

スを中断させないための措置です。ファンド残高が足りな
い状態やマイナス残高が 30 日を超えて続いた場合は、

複数のファンド残高を組み合わせてサービスを引き換

•

TOS にしたがってサービスが停止されるか終了します

2 つのファンド （Fund） 間で残高を移転する （両
者の EA が同じであってもできません）。

（TOS については
www.vmware.com/jp/download/eula をご覧ください）。

•

通貨の異なる 2 つのファンド （Fund） 間で残高を
移転する。

途中解約

支払い方法の変更

SPP では、初期購入時の期間が 12 か月以上の月払いサブ
スクリプションは、TOS で規定されているとおり、途中解

SPP ファンド （FUND） 残高を使用してサービスを提

約ができます （TOS については

供すると、そのサービス ID （SID） および関連するアド

www.vmware.com/jp/download/eula をご覧ください）。

オン サービスでは、月単位または年単位の定期課金や超

途中解約された場合でも、TOS に基づく料金が発生する

過分の充当に、使用可能なファンド残高が継続的に使用さ

場合があります。お支払いが必要な料金は、ファンド残高

れます。サービス ID （SID） がファンド残高を使用しな

がある場合はファンド残高から差し引かれ、ファンド残高

いよう変更して、発注書ベースの月払いまたは年払いのオ

が不足している場合はお客様に請求されます。前払いサー

プションに切り替えることは、更新時にしかできません。

ビスの場合、途中解約はできません。

また、月単位または年単位で請求されているサービス ID
（SID） を既存のファンド残高を使用するよう切り替える
ことも、更新時にしかできません。前払いしたサービス ID
（SID） と VMware から直接購入したサービス ID
（SID） は、いつでも既存のファンド残高を使用するよう
切り替えることができます。この切り替えは、次の月払い
サイクルの終了後に有効になります。
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サービス ID （SID） の
パートナーの変更

返品と交換

お客様には現在、引き換えや更新など特定のイベント時に

製品やサービスと交換したりすることはできません。提供

のみ、認定パートナーをサービス ID （SID） と関連付け

済みの VMware サブスクリプション サービスの停止、途

るオプション

16

をご利用いただけます。一般的には、ファ

いったん購入した SPP クレジットは、返品したり、他の

中解約、および全面的な解約には、TOS が適用されます

ンド （Fund） やサービスの管理についてサポートを受け

（TOS については

るために、既存の取引関係に基づいてパートナーをサービ

www.vmware.com/jp/download/eula をご覧ください）。

ス ID （SID） に関連付けます。指定されたパートナーに
は、サービス ID （SID） の詳細情報とファンド残高への

過失による引き換えの誤り

アクセス権が付与されます。詳細については、
spp@vmware.com までお問い合わせください。

VMware は、サービス （SKU） や数量を間違って選択す
るなどの、お客様の過失による引き換えの誤りについては

ファンド残高、料金表、およびサー
ビス ID （SID） の通貨の変更
ファンド残高は、SPP クレジットを購入したときと同じ通

一切責任を負わないものとします。

EPP トークン、SPP クレジット、
CCPP クレジット

貨で維持されます。そのため、このファンド残高で引き換
えたサービス ID （SID） では、ファンド残高と同じ通貨

Enterprise Purchasing Program で購入したトークン、

による料金表が使用されます。ファンド残高、料金表、お

Subscription Purchasing Program で購入したクレジッ

よびサービス ID （SID） の通貨を変更することはできま

ト、および Cloud Credits Purchasing Program で購入

せん。

したクレジットを交換したり組み合わせたりすることはで
きません。

SPP 期間の終了
ファンド （Fund） オーナーおよびファンド ユーザー
（Fund User） は、期間が終了するまでにファンド残高を
使い切る必要があります。引き換えられなかった SPP
ファンド残高はすべて、SPP 期間の終了とともに有効期限
が切れます。

―――――
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このオプションは、SPP クレジットを認定 VMware サブスクリプション サービス パート

ナーから購入した場合にのみ利用できます。SPP クレジットを VMware から直接購入した場合
や認定パートナー以外のパートナーから購入した場合は、パートナーを指定するオプションは利
用できません。
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