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Oracle Store でのサポート・サービス更新 
 

オンライン更新で時間を節約 
 

既に何千、何万人もの数多くのオラクル・カスタマの方々が、“Oracle Store を活用したオンライン更新”への

切り替えを完了されております。お客様にもぜひその一人になっていただきたい 5つの大きな理由を、ここでご

紹介いたします： 

 
 

 
 

1. Sign in is Easy（サインインが簡単）：Oracle Store Activation（Oracle Store のアクティベーション）

は速い・安全・無料。 

2. Anytime Access（いつでもアクセス）：保留中のサポート更新も、過去のサポート更新も、今後のサ

ポート更新も、1日24時間、週7日、オンラインで表示。 

3. Simplified Management（管理作業を簡略化）：お客様のサポート更新の、お客様の組織内での管理や

共有が容易。 

4. Time Savings（時間を節約）：さまざまな支払いオプション（方法）を利用して、ほんの数回簡単な

クリックを行うだけのオンライン更新。 

5. Ongoing Assistance（継続的なアシスタンス）：Oracle Support Renewal Representative（Oracle サ

ポート更新担当者）によるアシスタンス（支援）が利用可能。 
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サポート・サービス更新へのアクセスと承認 

Renewal Reminder（更新前メール通知）からサポート・サービス更新にアクセスする 
 

お客様のサポート・サービス更新が期限を迎える 120日前になると、そのサポート・サービス更新が Oracle 

Store 上でお客様の承認待ちとなっていることをお知らせする E メールがお客様に送付されます。この更新前メ

ール通知（E メール）には、お客様のユーザー名（お客様の E メール・アドレスがご自身のユーザー名となりま

す）と以下の URL リンク先が記載されます： 

 

 Renewal Quick Checkout（サポート・サービス更新案件のクイック・チェックアウト機能） 

 Manage Renewals（サポート・サービス更新案件の管理機能） 

 

 

お客様は、ご自身のユーザー名とパスワードの認証を行うように案内されます。なお、お客様がご自身のパスワ

ードをお忘れになった場合は、こちらでパスワードのリセットを行うことができます。 

 
 

初回アクセス時の注意事項 

 

Oracle Store に初めてログインされるお客様は、ご自身がお受け取りになった更新前メール通知（E メール）に

貼られている My Profile Reset Password のリンクを選択し、その同じメール通知で提供されているユーザー名

（お客様の E メール・アドレス）をリンク先に入力してください。すると、お客様がお持ちのアカウントに関連

する情報があらかじめ入力された登録フォームが表示され、残りの必須事項を入力し、新しいパスワードを設定

するよう、求められます。  

 

https://myprofile.oracle.com/EndUser/faces/profile/resetPassword.jspx
https://myprofile.oracle.com/EndUser/faces/profile/resetPassword.jspx
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Oracle Store 用のプロファイルの入力を完了すると、Oracle Store のトップ・ページが表示されます。 

これで、お客様が Oracle Store 上でご自身のサポート・サービス更新にアクセスする準備が整いました。 

 

Oracle アカウントに関するご質問や問題がある場合は、Oracle Account FAQs（Oracle アカウントについてよく

寄せられる質問（FAQ））をご覧ください。  

セキュリティ要件を満たすパスワードを

入力したら、（すぐ下にある「パスワー

ドの再入力」フィールドに）そのパスワ

ードをもう一度入力します。 

 

※パスワードは、少なくとも 8文字以上

の長さとし、半角英字の大文字と小文

字、少なくとも 1つ以上の数字を組み合

わせたものでなければなりません。ま

た、ご自身がお使いの E メールと（その

一部であっても）一致しないようにして

ください。 

http://www.oracle.com/us/corporate/contact/about-your-account-070507.html#faq
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Oracle Store からサポート・サービス更新にアクセスする 
 

別の方法として、サインイン後、お客様は Oracle Store のトップ・ページからサポート・サービス更新にアクセ

スすることもできます。 

 

 
 
 
 
 
  

アクション待ち（保留中）となっている

サポート・サービス更新を表示するに

は、この青字部分［サポート・サービス

更新］をクリックします。 

https://shop.oracle.com/contract/0
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すると、保留中のサポート・サービス更新の一覧が次のように表示されます。 

 

 
 
 

保留中のサポート・サービス更新の一覧から、お客様が確認したい（更新案件の）サポート・サービス番号をク

リックします。すると、そのサポート・サービス更新の詳細がこのように表示されます。 

 

 
 
 

次に進む準備ができたら、（画面右上の）［チェックアウト］リンクをクリックします。 
 
 

  

次に進む準備ができたら、

この［チェックアウト］を

クリックします。 

（確認したい）サポート・

サービス更新案件をクリッ

クして、その詳細を確認し

ます。 
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サポート・サービス更新を承認する 
 

これで、ご注文内容を確認し、発注していただけるようになりました。 

 

 
 
 

注文の確認と完了のページでは、以下の手順が説明されています： 

 請求：請求書の送付先名や住所をアップデート／変更するには、［編集］ボタンをクリックします。該

当する住所が表示されていない場合は、新しい請求書送付先の住所を入力してください。なお、お支払

い方法に「購買注文書払い」が選択されている場合は、請求書の送付先名と住所が、付属の購買注文書

に記載されているものと一致していなければなりません。 

 支払い方法：お支払い方法（例：クレジット・カード、購買注文書、請求書、又は POEF）を選択する

には、［編集］ボタンをクリックします。 

 注：お支払い方法が国により異なる場合があります。（一部の国については、購買注文書が使用不

可の場合、署名済みの Purchase Order Exemption Form（POEF）を使用していただくことで、ご

注文をお受けする場合があります。) 

 注：Auto Renew（自動更新）のサポート・サービス更新では「請求書払い」方法がデフォルトで

設定されています。なお、サポート・サービス更新の開始日から 32日目までは、お客様は、別の

お支払い方法（クレジット・カード、購買注文書）を任意に選択して入力することができます。 

 契約条件：ページ右下にある青字の［契約条件］をクリックして、その内容をご確認のうえ、同意する

場合は、「私は以下のものを承認します」という表示の横にあるチェックボックスにチェックを入れて、

購入手続きにお進みください。 

 Oracle Hospitality and Retail Technical Support Services Agreement（TSSA）：この Services 

Agreement は、プログラムやハードウェアのテクニカル・サポート・サービスについて、オラクルとの

直接の更新手続きをスムーズに行うために不可欠な契約条件を記載しており、お客様のオラクルとの初

回更新時に必要となるものです。［Service Agreement］をクリックして、その内容をご確認のうえ、

請求書の送付先名や住所を変更す

るには、この［編集］をクリック

します。 

支払い方法を選択するには、この

［編集］をクリックします。 

ここをクリックして、サ

ポート・サービス更新の

注文を承認します。 

契約条件（また該当する場合は、Services 

Agreement）の内容に同意する場合は、この

チェックボックスにチェックを入れます。 
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同意する場合は、「I accept the Service Agreement（Service Agreement に同意します）」という表

示の横にあるチェックボックスにチェックを入れて、購入手続きにお進みください。なお、TSSA への

同意は、ご自身のサポート・サービスの更新を、お客様がオラクルと初めて行う際にのみ要求されます。 

 注文：ご注文内容が正確であるかをご確認いただき、準備がよければ（ページ右下の）［注文］ボタン

をクリックします。 
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サポート・サービス更新承認の確認 
 

ご注文完了の確認メッセージがシステムに表示されます。 

 

 
 

承認された更新案件は履歴のセクションに移動し、Oracle Store 承認メール（E メール）は Oracle Store 

Message Center（オラクル・メッセージ・センター）のログに記録されます。 

 

（Oracle Store の）トップ・ページで（画面右上の）［詳細を表示］をクリックして、アクション待ちのサポー

ト・サービス更新又は承認済みのサポート・サービス更新を表示します。［履歴］を選択し、お客様が確認した

いサポート・サービス更新をクリックした後、［メッセージ］タブをクリックします。そして、（「件名」下に

表示される）［お客様の Oracle サポート・サービス更新（####）― 承認済み］リンクをクリックすると、（そ

のサポート・サービス更新の）承認メール（E メール）の詳細が表示されます。 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

注文確認メッセージが

ここに表示されます。 

承認メール（Eメール）の詳細を表示するには、

［メッセージ］タブをクリックし、続いてこの

［お客様の Oracle サポート・サービス更新

（####）― 承認済み］のメッセージをクリック

します。 
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Auto Renew（自動更新）設定のサポート・サービス更新を確認する 
 

保留中のサポート・サービス更新のページでは、お客様は、更新方法に「Auto Renew（自動更新）」が設定され

ているサポート・サービス更新案件を選択することができます。なお、この設定のサポート・サービス更新は、

チェックアウトしていただく必要も、カートに入れていただく必要もありません。 

 

 
 

（選択を行うと）サポート・サービス更新の詳細が（次のように）表示されます。ここでは、該当するリンクを

クリックすることで、「お客様照会」のほか、「見積書送付先」や「請求書送付先」の詳細をアップデートして

いただけます。またお客様は、（画面右下の）「支払情報」と表示されているエリアで（現在設定されている）

お支払い情報を確認してから、青字の［変更］をクリックしてお支払い方法をアップデートすることが可能です。 

 

 
 

なお「Auto Renew（自動更新）」設定の更新案件に関する情報は、その更新開始日の 32日前まではアップデー

トを行うことが可能ですが、32日を切ると、その更新内容にロックがかかり、編集不可となります。また、その

開始日の 30日前になると、更新の実行が自動予約されます。  

「Auto Renew（自動更新）」設定

（※「更新方法」下にある赤枠で

囲った部分を参照）のサポート・

サービス更新をクリックして、詳

細を確認します。 

この［見積詳細の更新］（見積書送付先用）や

この［請求先詳細の更新］（請求書送付先用）

をクリックして、必要な変更を行います。 

現在設定中の「支払い情報」を変更する

には、この［変更］をクリックします。 
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サポート・サービス更新 マルチイヤー（複数年）オプション 
 

特定のサポート・サービス更新に対しては、Oracle Store 上で直接、お客様がご自身のサポート期間を 1年間か

ら 3年間に延長することが可能になりました。サポート・サービスを複数年でご購入いただくと、お客様には、

サポート料金を変動なしの価格で固定したり、年間の調達プロセスにかかる管理コストを削減したりといったメ

リットがあります。 

 

なお、このマルチイヤー（複数年）オプションは現在、Oracle Database、Database Enterprise Edition Options、

（同じ注文書で Oracle Database と一緒にご購入いただいた場合の）Database Enterprise Management 製品に

おけるサポートを対象とするサポート・サービス更新で、且つサポート料金が年間 $50,000 USD 未満であるも

の、に限定されています。 

 

テクニカル・サポート・ポリシーで文書化されているように、テクニカル・サポート料金は、サポート期間に先

立ち、その全額を前払いでお支払いいただきます。また、一旦お申込みをされると、テクニカル・サポート・サ

ービスのご注文は取消し不能となり、お支払いいただいた金額の払戻しはありません。 

 

マルチイヤー（複数年）更新の対象となるサポート・サービス更新案件には、保留中のサポート・サービス更新

のページで、マルチイヤー（複数年）更新のオプションが利用可能であることを示すフラグが設定されます。 

 

 
 

この「最大割引」とは、サポート期間

を 3年間に延長した場合に削減できる

金額のことです。 

お客様担当の Oracle サポート営業担当者にマルチイヤー（複数年）更新

の見積書を依頼するには、この［見積依頼］をクリックします。 
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マルチイヤー（複数年）更新の見積書の依頼がお客様から提出されたのを受けて、ステータスが「Pending Multi-

Year Assistance（マルチイヤー更新アシスタンスが保留中です）」となります。そして、お客様担当の Oracle 

サポート営業担当者が Oracle Store に対象のサポート・サービス更新案件のアップデートを行い次第、お客様は

その更新案件の確認と承認ができるようになります。 

 
  

マルチイヤー（複数年）更新の見積書が必要であるという

説明を、（「説明」テキストボックスに）1,800文字以内

で入力し、この［送信］を押して Eメールを生成します。

この Eメールは、お客様担当の Oracle サポート営業担当

者に転送されます。 

 

※CCのフィールドに複数の E メール・アドレスを設定す

る場合は、半角カンマ区切りで入力してください。 
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Oracle Store の追加機能 

サポート・サービス更新用 Ordering Document（兼見積書兼更新確認書）にアクセスする 
 

お持ちの Single Sign-On（OSS）アカウントを使用して Oracle Store にサインインすると、ロールが「参加者」

又は「ビューア」である（※後述のセクション「サポート・サービス更新の共有」をご参照ください）お客様の

組織のメンバーは、Oracle Store 上に表示されている情報を反映した Ordering Document（兼見積書兼更新確認

書）（以下「Ordering Document」といいます）にアクセスしたり、そのコピーをダウンロードしたりできるよ

うになります。  

 

お客様の Ordering Document は、ご自身のサポート・サービス更新案件に関する詳細な情報を、お客様に提供す

るものです。 

 

この Ordering Document は、以下の各ページ上に青字で［注文書］と表示されているリンクをクリックすること

で、入手していただけます： 

 保留中のサポート・サービス更新 

 サポート・サービス更新概要 

 保存カート 

 チェックアウト 

 

 
 
 
  

サポート・サービス更新用の Ordering 

Document にアクセスしたり、ダウンロード

したりするには、この［注文書］という表示

をクリックし、画面上の指示に従います。 
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承認済みのサポート・サービス更新や今後のサポート・サービス更新にアクセスする 
 

サインインすると、お客様は、承認済みのサポート・サービス更新のほか、今後のサポート・サービス更新にも、

Oracle Store のトップ・ページ からアクセスすることができます。 

 

 
 
 

自分のダッシュボードにアクセスする 
 

お客様のダッシュボードを使用して、ご自身の情報やサポート・サービス更新案件に素早く簡単にアクセスする

ことができます。（※ご自身のダッシュボードにアクセスするには、（画面上部の）お客様のお名前の下に表示

されるドロップダウン・メニューから［マイ・アカウント］を選択します。） 

 

 
  

プロファイル情報 

最終ログイン日 

サポート・サービス情報： 

「保留中」、「履歴」、「今後（※この画面上で

は「将来分」と表示）」の更新案件や、「共有リ

スト」、の表示等 

保存カート 注文内容 

この［こんにちは、    お客様のアカウント］をクリック後、（表示されたドロップダウン・メニュー

から）［サポート・サービス］をクリックせずにカーソルを合わせて選択すると、「保留中」のサポート・

サービス更新、承認済みのサポート・サービス更新（「履歴」）、「今後」のサポート・サービス更新にア

クセスするオプションを参照することができます。 

https://shop.oracle.com/contract/0
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サポート・サービス更新についてアシスタンスを依頼する 
 

保留中のサポート・サービス更新や今後のサポート・サービス更新について、お客様は、アシスタンスを依頼す

ることが可能です。一覧から、ご自身が確認したいサポート・サービス更新をクリックします。そして、そのサ

ポート・サービス更新に関してご質問やご不明な点がある場合は、画面右上に青字で［要求のアシスタンス］と

表示されているリンクをクリックして（アシスタンス依頼を開始して）ください。すると、お客様担当の Oracle 

サポート営業担当者にその依頼がルーティングされ、お客様からのアシスタンス依頼についての確認メール（E 

メール）がお客様に届きます。 

 

 
 
 

お客様からのアシスタンス依頼の内容をテキスト入力するよう求められます。 

 

 
 
 
  

この［要求のアシスタンス］という表示

をクリックして、お客様担当の Oracle 

サポート営業担当者宛にアシスタンス依

頼メール（E メール）を生成します。 

どのようなアシスタンスが必要なのかについての

説明を、（この「説明」テキストボックスに）

1,800文字以内で入力します。 

この［送信］を押して、依頼メール（E メール）

を生成します。すると、その依頼メールのコピー

がお客様の受信トレイに届きます。 

 

※CCのフィールドに複数の E メール・アドレス

を設定する場合は、半角カンマ区切りで入力して

ください。 

どのようなアシスタンスが必要なのかについての

説明を、（この「説明」テキストボックスに）

1,800文字以内で入力します。 

この［送信］を押して、依頼メール（E メール）

を生成します。すると、その依頼メールのコピー

がお客様の受信トレイに届きます。 

 

※CCのフィールドに複数の E メール・アドレス

を設定する場合は、半角カンマ区切りで入力して

ください。 
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サポート・サービス更新の共有 
 

サポート・サービス更新の共有の機能を利用して、お客様は、サポート・サービス更新を共同で行えるように複

数のユーザーを追加することができます。 

 

ロールが「参加者」か「ビューア」である追加ユーザーと、（各ロールに設定された）必須アクセス権に基づき、

ご自身のサポート・サービス更新案件を共有することが可能です：  

「参加者」ロール：表示、承認、アシスタンスの依頼 

「ビューア」ロール：表示、アシスタンスの依頼 

（注：追加ユーザーは、同じメール・ドメインに属している必要があります。） 

 

サポート・サービス更新概要のページで、［共有］タブを選択します。 

 

 
 
 

 

  

この［ユーザーまたはリストの追加］を

クリックして、サポート・サービスの

共有のセクションにアクセスします。 

ユーザーの詳細を入力し、（該当する）ロールの

チェックボックスにチェックを入れたら、この

［共有］をクリックします。 
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見積書送付先の詳細をアップデートする 
 

保留中のサポート・サービス更新について、お客様は、所有者（見積書送付先）の変更を行うことができます。 

保留中のサポート・サービス更新のページで、画面右下の［見積もりの詳細の更新］と表示されているボタンを

クリックします。 

 

 
 

サポート・サービス更新案件について見積書送付先の詳細のアップデートを行うには、（その案件の）新しい見

積書送付先に関する以下の情報をご用意いただく必要があります：  

 名 

 姓 

 Eメール・アドレス（同じドメインに属している必要があります） 

 ご住所 

 電話番号 

 

なお、見積書送付先が変更されるのに伴い、このサポート・サービス更新案件は、元の見積書送付先の Oracle 

Store アカウントから削除されます。 

 
  

サポート・サービス更新の

所有者（見積書送付先）の

変更を行うには、この［見

積もりの詳細の更新］とい

う表示をクリックします。 
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お客様照会のフィールドをアップデートする 
 

お客様の組織内での追跡（トラッキング）管理に、「お客様照会」フィールドがご利用いただけます。 

サポート・サービス更新概要のページで、［お客様照会］をクリックします。 

 

 
 
 

 
 
  

この［編集］をクリックして、

お客様照会情報を入力します。 

「お客様照会」への入力を完了するには、

（「お客様照会の変更」ダイアログの）この

［申請］をクリックします。 
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サポート・サービス更新の詳細をダウンロードする 
 

CSV ダウンロード（標準）： 

お客様は、ご自身のサポート・サービス更新に関する情報（行数制限：10,000）を CSV ファイルでダウンロー

ドすることができます。 

 
 

概要のダウンロード： 

概要レポートには、保留中のサポート・サービス更新、履歴、保留中および履歴の表示、今後のサポート・サー

ビス更新、保存カート、といったページで、画面上部の［アクション］下にドロップダウン表示される［ダウン

ロード］メニューからアクセスすることができる（※ダウンロードされたデータには、ページ・フィルタが適用）

ほか、お客様のショッピング・カートのページ上でも（このカート内にある全てのサポート・サービス更新案件

については）アクセスすることができます。 

 

 
 

さらに、保留中のサポート・サービス更新のページにある青字の［ダウンロード］リンクからも、概要レポート

にアクセスすることが可能です。なお、ここからアクセスしたレポートの場合は、ダウンロードされた情報（行

数制限なし）には、ページ・フィルタは一切適用されません。この［ダウンロード］リンクは、画面の右上にあ

ります。 

 

詳細のダウンロード： 

詳細レポートには、保留中のサポート・サービス更新のページ（の右上）にある［ダウンロード］リンクからの

みアクセスすることができます。  

 

概要形式でダウンロードするには、

（画面上部の）［アクション］をクリ

ックし、（表示されたドロップダウ

ン・メニューから）この［ダウンロー

ド］をクリックします。 
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概要レポートの出力には、以下に関するフィールド項

目が含まれます： 

詳細レポートの出力には、以下に関するフィールド項

目が含まれます： 

 

 サポート・サービス番号 

 カスタマ 

 エンド・ユーザー 

 開始日／終了日 

 Purchase Order（PO：購買注文書）番号（※本

機能の一部画面上では「貴社注文番号」と表示）

（履歴の画面と保留中および履歴の表示の画面

からのダウンロードのみ対象） 

 お客様照会 

 Support Service Notes（サポート・サービスに関

する注意事項）（該当する場合） 

 通貨 

 金額 

 見積書送付先名（ご担当者） 

 Single Sign-On（SSO）ユーザー名 

 ステータス 

 保存カート 

 更新方法 

 共有者（共有ユーザー）数 

 ユーザー名による最終アップデート日時 

 

 サポート・サービス番号 

 カスタマ 

 エンド・ユーザー 

 開始日／終了日 

 サービス・レベル 

 製品名 

 Customer Support Identifier（CSI）番号 

 インスタンス番号 

 数量 

 シリアル番号 

 設置場所 

 販売注文番号（オーダー番号） 

 Purchase Order（PO：購買注文書）番号（※本

機能の一部画面上では「貴社注文番号」と表示）

（履歴の画面と保留中および履歴の表示の画面

からのダウンロードのみ対象） 

 お客様照会 

 Support Service Notes（サポート・サービスに関

する注意事項）（該当する場合） 

 通貨 

 金額 

 見積書送付先名（ご担当者） 

 Single Sign-On（SSO）ユーザー名 

 ステータス 

 保存カート 

 更新方法 

 共有者（共有ユーザー）数 

 ユーザー名による最終アップデート日時 

 

 
 
  

この［ダウンロード］をクリックし、

（表示されたダイアログで）「概要レ

ポート」形式か「詳細レポート」形式

のいずれかを指定してダウンロードを

行います。 
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Purchase Order（PO：購買注文書）番号（※貴社注文番号）でサポート・サービスを検索す

る 
 

お客様は、履歴のページや保留中および履歴の表示のページから、Purchase Order（PO：購買注文書） 番号

（※この画面上では「貴社注文番号」と表示）を使用して、承認済みのサポート・サービス更新を検索すること

ができます。画面上部の［アクション］下にドロップダウン表示される［フィルタ］メニューを選択します。次

に、「列」ボックス（のドロップダウン・メニュー）から「貴社注文番号」と表示されている値項目を選択しま

す。そして、「式」ボックスに PO（購買注文書）番号を入力します。 

 

 
 
 
  

この［アクション］をクリックし、（表示されたドロップダウン・メニュー

から）［フィルタ］を選択します。 

 

（ダイアログが表示されたら、フィルタ・タイプを「列」に指定して）

「列」ボックス（のドロップダウン・メニュー）から「貴社注文番号」とい

う値項目を選択します。 
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ヘルプ・トピックにアクセスする 
 

Oracle Store でのサポート・サービス更新（案件）の更新手続きに関連するサポート情報については、画面下部

（の「ヘルプ＆サポート」）の「私のサポート・サービスの更新を書き換え中です」と表示されているリンクに

アクセスして、リンク先ヘルプ・ページに記載のトピックもご参照ください。 
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