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Fusion 360 教育ライセンスインストール方法
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Fusion 360 教育アカウントの新規アカウント取得方法



3D CAD/CAE/CAM 設計ソフトウェア Fusion 360 

 上記をクリックするか、
「Fusion 360」「教育」で検索する

 新規でアカウントを取得する場合、「アカウントの
作成」をクリックする

 既にアカウントを持っている場合は、こちらを参照
する

 教育ライセンスと期間限定ライセンス（トライア
ルライセンス）は異なるので、必ず教育ライセンス
を取得する必要がある。

 教育ライセンスの場合、クラウドクレジットなどが
使える

 期間限定ライセンス（トライアルライセンス）はク
ラウドクレジットなど使える機能が制限される

https://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/students-teachers-educators

https://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/students-teachers-educators


教育アカウントの取得方法
教育機関の国、領土、または地域 ＞ 「日本」を選択

本」を選択

オートデスク教育アカウントを作成する
と全てのオートデスク教育製品をダウン
ロードすることが可能になります！



教育アカウントの取得方法
教育任務は「学生」の場合は学生。「先生」の場合は「教育者」を選択



教育アカウントの取得方法
「学生」を選択し「生年月日」を記入。先生は「教育者」を選択し「教育機関の種類」を選択



教育アカウントの取得方法
名（名前）・姓（苗字）、電子メール（学校の@ ac.jpなどのメールアドレス）

メールアドレス
が間違っていな
いか確認！



設定した電子メールの受信トレイを確認する
迷惑メール等に受信をしていないか確認し、「電子メールを確認」をクリックするか、URL
をブラウザに貼り付ける。



リンク先を確認する
以下のメッセージが表示されます。必要に応じて「オートデスクからの電子メールを受け取
ります」にチェックを入れる

チェックを入れる



大学名を記入（重要）
大学名を最低3文字まで入れるとご自身の大学が出てきます。
例：日本大学の場合「日本大」まで入れると、付属系の高校も全て出てくるので

「日本大学」だけの名前を選択する

入学年月と卒業年月を記入



教育アカウントの取得方法

続行し、Fusion 360 のアクセス権を入手する場合は、
スライド16以降をご参照ください。
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既にアカウントを持っている場合のFusion 360 アクセス権
取得方法



教育アカウントにサインイン
https://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/students-teachers-educators

https://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/students-teachers-educators


教育アカウントにサインイン
２段階認証の設定方法



教育アカウントにサインイン
２段階認証の設定方法（既に2段階認証の設定方法を終えている場合、スライド20へ）



教育アカウントにサインイン
２段階認証の設定方法

QRコードをスマ
ホで読みアプリ
をダウンロード

する



教育アカウントにサインイン
２段階認証の設定方法

一定時間経過が
すると番号が変わる
のでサイドアプリを
立ち上げて確認する
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Fusion 360 をインストールする方法
（個人のPCなどすでにインストールされている場合は不要）



Fusion 360（教育版）をインストール
自分の名前でログインしていることを確認しダウンロードを押す



Fusion 360（教育版）をインストール
自分の名前でログインしていることを確認しダウンロードを押す



Fusion 360（教育版）をインストール

複数同時にインス
トー流しているので
1つを残しで他はOK
を押して閉じます
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Fusion 360 にログインする方法



Fusion 360 を立ち上げる
予め設定した電子メールアドレスとパスワードでログインをする。

（別の人がログインされていた場合、
サインアウトする）



2段階認証でログインする



Fusion Teamの設定を行う



Fusion Teamの設定を行う

自分のFusion Teamの名前を
決めて記入します。初めは自
分の名前（ローマ字）で記入

後で名前は変更可能。



Fusion Teamの設定を行う



Fusion 360 を起動して教育ライセンスの確認

Fusion 360の画面で教育ライ
センスになっていることを確認

注: ライセンスの要求を処理するのに数時間かかることがあります。処理
が終わると、体験版ライセンスが付与されます。24 時間以内にリクエス
トが処理されない場合は、教育機関サポートチーム（次のページ参照）

に問い合わせてください。

https://www.autodesk.com/education/support/edu-contact-us-form
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トライアルライセンスから教育ライセンスへの
切り替え方法



教育ライセンスへの切り替え方法
右上にある「今すぐサブスクリプションメンバーに」をクリックする

「スタートアップ企業、非商用ユーザー、
または学生ですか？」をクリックする

右上にオレンジのバーが出ている方は
「トライアルライセンス」になっている
ので「教育ライセンス」に切り替えが必
要です



教育ライセンスの切り替え方法
「教育目的」を選択



教育ライセンスの切り替え方法
「教育目的」を選択



教育ライセンスの切り替え方法
「続行」をクリックの後「登録の処理中です」で処理中です。
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カスタマーサービスへの連絡

アカウント/インストール等に関する質問はカスタマーサービ
スで受け付けています



教育カスタマーサービスへの連絡方法
https://www.autodesk.co.jp/education/support/edu-contact-us-form

もし英語のサイトに行ってしまったら
日本語サイトに切り替える→



全て英語で入力してください。またStep6の例文を使用して記入してもらえればと思います
Step1
名 例：Tsubasa

Step2
* 姓 例：Nakamura

Step3
* メールアドレス
Fusion 360に登録しているメールアドレス例：○○○○○○○@大学メール
* 確認用メールアドレス
Fusion 360に登録しているメールアドレス例：○○○○○○○@大学メール

Step4
* オートデスク ソフトウェアをご使用のデバイスまたは使用予定のデバイスを選択してください。

自己所有のデバイス（学生または教員のお客様）
ネットワークでつながった複数のデバイス（IT 管理者または教育機関のお客様）
（学校のPCの場合はこちらです）

Step5
* 学校名または教育機関名を入力してください。

記入内容：Nihon University (日本大学の場合)
*リクエストについて詳細に説明してください。

Step6 例文
Hello.
I'm a student at xxx university.
I cannot change my Fusion 360 license from trial to education.
Could you please change the license for me?
Thank you.
Regards,

教育カスタマーサービスへの連絡方法
例）期間限定ライセンス（トライアルライセンス）を教育ライセンスに変更してもらう方法

英語で例にそって記入して、送信を押す
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