サブスクリプションへ切り替えませんか？
契約更新時に利用できるオプションのご案内
保守プラン契約の更新時期が近いお客様へのお知らせです。
保守プラン更新の際にサブスクリプションへの
切り替えオプションをご利用になると、
特別価格でサブスクリプションに切り替えられます。

おすすめする理由

01

サブスクリプションの主なメリット
>
>
>

幅広く利用 - ニーズに合わせて最新の革新的ツール、
テクノロジー、
サービスを
幅広く利用できます。
柔軟な管理 - 担当者が必要な時にいつでも最適な製品やアップデートに
アクセスできるため、
ユーザー管理やコスト管理が容易になります。
役立つデータを収集 - レポート ツールや通知機能により、
製品の使用状況や
コスト、
生産性、
将来的なニーズを分析、
評価できます。

02

今までの特典に新しいサポート サービスがプラス

03

以前のバージョンも使用可能

>
>

2016

>

2017

2018

>
>

サブスクリプションに切り替えると、
保守プランで提供されていた特典に加えて、
必要に応じて手軽にすぐ利用できる予約制電話サポートも提供されます。
サブスクリプション特典の予約制電話サポートでは、
技術サポート スペシャリス
トがお電話で問題解決をお手伝いいたします。
追加費用はかかりません。

保守プランの特典としてダウンロードしてアクティベーションを行ったソフト
ウェアは、
ほとんどの場合、
サブスクリプションに切り替えた後も引き続き使用
できます。
また、
「サブスクリプションの前バージョン対象製品リスト」
に記載されている
前バージョンもご利用いただけます。
詳細は、
「旧来の保守付き永久ライセンスからサブスクリプションへの切り替え
に適用される特別規約」
をご覧ください。

04

早期申し込みでお得に切り替え

> サブスクリプションへの切り替えは、
早ければ早いほど、
保守プランを継続するよりもお得に
なります。

> 保守プランの価格 1 は、
2018 年 5 月 7 日から 10%、
2019 年 5 月 7 日から 20%、
前年の価格と
比べて値上げされる予定です。

1 年目

2 年目

3 年目

切り替えによる割引額

05

1
> 1 年ごとに支払う 1 年契約を最長 3 年間、特別価格で更新できます（2019
年 5 月までに

サブスクリプションに切り替えた場合）
。

> 全額一括払いの複数年契約もご利用いただけます。
> 切り替えたサブスクリプションは、更新を続けるかぎり、サブスクリプションを新規契約した
2 年目

3 年目

り保守プランを更新するよりもお得な価格1 でご利用できます
（一部該当しない場合があり
ます）
。

保守プラン更新のタイミングでお得に切り替え
新規サブスクリプション

> このオプションをご利用になれるのは、
現在保守プランをご契約中のお客様です。
> 保守プランの満了後にサブスクリプションを購入すると、
新規のサブスクリプション契約として
通常の価格が適用されます。

> 切り替えをもう少し検討したいという場合は、
現在の保守プランを更新してから、
時期を見て

保守プラン

サブスクリプションに切り替え

07

引き上げになる予定です。

お得な価格はずっとそのまま

1 年目

06

> また、
特別切り替え価格1 も、
2018 年 5 月に 5%、
2019 年 5 月にさらに 5%、
前年の価格と比べて

サブスクリプションに切り替えることも可能です。
切り替えまでの間、
引き続き保守プランの
特典をご活用ください。

賢い選択でお得に切り替え
> この特別価格は、
保守プランをサブスクリプションへ切り替えるタイミングで 1 回限り適用され
ます。

> 今お持ちの製品をそのままサブスクリプション契約にしてもよいですが、
このタイミングで
コレクションに切り替えるとお得です。

> オートデスク製品を複数ご利用のお客様はぜひコレクションへの切り替えをご検討ください。

08

データに関する心配はご無用
> サブスクリプション契約が終了しても、データの機密性は守られます。
> サブスクリプションに切り替えた後も、保守プランで使用していた製品のファイルとデータは
すべて続けて使用できます。

> データの保管場所をクラウドにするか、ローカル コンピュータにするかはお客様が決められ
ます。

09

デスクトップ製品に加えクラウド アプリもご利用可能に
REVIT

®

> サブスクリプションで提供されるソフトウェアは従来どおりパソコンへインストールするデスク
トップ型のものです。

> サブスクリプション特典の 1 つであるクラウド サービスで提供されるアプリケーションは、
クラウドで実行されます。

BIM 360

TM

10

オフラインでも使えます
> サブスクリプションでは、
シングルユーザー アクセスかマルチユーザー アクセスかに関係なく、
最初のダウンロードとアクティベーションあるいはライセンス ファイルの取得にはインター
ネット接続が必要になります。

> アクティベーションを行ったソフトウェアとライセンスをシングルユーザー アクセスで使用する
場合は、
その後も 30 日に一度のインターネット接続が必要です。
マルチユーザー アクセスの
場合には契約更新ごとにライセンス ファイルの差し替えが必要です。

割引額は対象製品の希望小売価格に基づいて計算されます。
希望小売価格は、
日本における当該製品またはサービスに対するオートデスクのメーカー希望小売価格
（税抜）
を示します。
希望小売価格にインストール費は含まれません。
希望小売価格は参考値としてご参照ください。
オートデスク認定販売パートナーは独自
に実際の販売価格の設定ができます。
Autodesk およびオートデスクのロゴは、米国およびその他の国々における Autodesk, Inc. およびその子会社または関連会社の登録商標または商標です。その他のすべてのブランド名、製品名、または商標は、それぞれの所有者に帰属します。オートデスクは、通知を行うことなくいつでも該当製品およびサービスの
提供、
機能および価格を変更する権利を留保し、
本書中の誤植または図表の誤りについて責任を負いません。© 2018 Autodesk, Inc. All rights reserved.
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