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サブスクリプションへ切り替えませんか?
保守プラン更新時の３つのオプション
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国松いづみ



この統合型音声会議に参加

▪ 「この統合型音声会議に参加」
ダイアログが表示されましたら、
「はい」をクリックしてください

▪ 参加することで発表者の音声を聞
くことができます



音量の調整

▪ 音声が聞き取りにくい場合は、
タスクバーにある音量を調整す
るアイコンで、音量の調整をお
願いします

Windows 7

Windows 10



特別なオファーを特別なお客様だけに

永久ライセンス保守プラン契約のお客様は、
今なら更新のタイミングで
サブスクリプション契約に
特別価格で切り替えられます。





▪ サブスクリプション

サブスクリプションでは、ご利用期間に応じて最低限の費用で、オートデスク
のソフトウェアとサービスを提供できます。最新版の入手のみならず、柔軟な
ライセンス使用権、厳選されたクラウド―サービス、サポートやWEBベースの
ラーニングメリットをぜひご活用ください。

▪ 保守プラン

保守プランは、永久ライセンスへの投資を維持し最大化する唯一の方法です。
最新版の入手のみならず、柔軟なライセンス使用権、厳選されたクラウド―
サービス、サポートやWEBベースのラーニングメリットをぜひご活用くださ
い。現在保守プランは契約更新のみ可能です。（新規加入はできません。）

言葉の定義



▪ なぜオートデスクはサブスクリプションへ移行したのか？

▪ ユーザー様にとってのメリット

▪ 保守プラン更新時のオプション（選択肢）

▪ サブスクリプションに切り替えるには？

▪ サブスクリプションへの切り替え具体的な手順

▪ サブスクリプションの管理

▪ 質問コーナー

以下のような疑問におこたえします



なぜオートデスクは

サブスクリプションへ

移行したのか？



新しい企業も歴史のある企業も、
ぞくぞくとサブスクリプションに移行中



サブスクリプションの利用を通じて得られる事

納品の迅速化パーソナライゼーション 記憶に残るサービス

リアルタイム 継続的に（提供される）価値



Autodesk subscriptions とは

素敵な価値とシンプルさ

未来への道のり



ユーザー様にとってのメリット



サブスクリプションのメリット

上記のほかにも、前バージョンの使用、ホームユース、海外持ち出し権、クラウドストレージやク
ラウドサービスへのアクセスなどがあげられます。



保守プラン更新時の

オプション（選択肢）



サブスクリプション
への切り替え

保守プランの
更新

切り替えも
更新もしない



サブスクリプション
への切り替え



サブスクリプションへの切り替え

更新のタイミングで、今ご契約中の保守プランを更新価格と同じ費用でサブ
スクリプションに切り替えることができます。
今保守プランにご契約している製品を、サブスクリプション契約に切り替えることが可能です。また、
AutoCAD などの単体製品の保守プランをご契約の場合は、特別価格で業界別コレクションのサブスク
リプションに切り替えることも可能です。さらに、サブスクリプションに切り替えたときの更新価格
を最長 3 年間継続することができます※。それ以降も一定の期間、本来のサブスクリプション価格は適

用されず、契約更新を継続する限り、通常のサブスクリプションの更新価格よりもお得な価格でご利
用いただけます。



ポイント

新しいサブスクリプション契約の開始のタイミング
▪ 保守プラン契約満了日の翌日から

サブスクリプションシングルユーザーはインターネット接続必須
▪ ソフトウェアのセットアップ時
▪ 運用中は少なくとも30日に1度

サブスクリプションマルチユーザーのライセンスファイル
▪ 契約更新の都度、ライセンスファイルの差し替えが必要

サブスクリプションへの切り替え

www.autodesk.co.jp/m2s



ポイント

ソフトウェア
▪ デスクトップ製品はローカルマシンにインストールして使用
▪ クラウドアプリケーションの場合は、クラウド上での起動

既存のデータファイル
▪ データファイルの保存場所に制限はなし
▪ 契約満了後も、作成されたデータファイルはお客様に帰属

前バージョンの使用

一定の条件下で現在ご使用中の旧バージョンを引き続きご利用可能
▪ 保守プラン契約期間中に入手しかつアクティベーションしたもの
▪ 切替先サブスクリプション製品に、その製品が含まれているもの

サブスクリプションへの切り替え

www.autodesk.co.jp/m2s



前バージョンの使用については

www.autodesk.co.jp/m2s よくある質問

http://www.autodesk.co.jp/m2s


前バージョンについてのちらし



この機会を最大限にご活用ください！

▪ この切り替えには、特別価格が適用されます。

▪ この３年間継続される特別価格は、保守プランからサブ
スクリプションへの切り替え時1回のみ適用されます。

サブスクリプションへの切り替え

▪ このオファーは業界別コレクション
へ切り替えるとき、非常に大きな価
値を持ちます。

www.autodesk.co.jp/m2s



保守プランから
サブスクリプションへ行くなら今！



保守プランの
更新



▪ 現在ご利用いただいている保守プランの特典は以下の通り
▪ 最新のテクノロジーへのアクセス
▪ WEBサポート
▪ 前バージョンの利用
▪ ホームユース
▪ 海外持ち出し権
▪ Autodesk Accountでのユーザーやライセンス管理

▪ 保守プランの価格は、2018年5月に10%、2019年5月にさらに20%値上がりする
予定しかし、それでも、サブスクリプションの新規価格よりも低い価格設定で
す。

▪ 今後も引き続き、サブスクリプションへの切り替えオプションは継続します。

保守プラン



来年でも、再来年でも
切り替えの際の特別価は適用されます！



切り替えも
更新もしない



▪ いずれの契約せずに
▪ 引き続き永久ライセンスを使用することは可能です。

▪ 以下の特典やサービスが利用できなくなります。
▪ 最新版の入手
▪ 最新版と前バージョンの併用※
▪ WEBサポート
▪ ホームユース特典や海外持ち出し特典

▪ クラウドサービス
▪ ストレージ利用容量は25GBから5GBへ

切り替えも更新もしない

※現在使用中のバージョンのうち、一番新しいバージョンしか使用できなくなります。例えば、2013

と2016を併用している場合は、2013をアンインストールしなくてはいけません。



最新版を導入の際、複数のオプションの中で

一番高額なオプションを選ぶ必要があります。

切り替えも更新もしない



3年間継続する
特別価格

特典のフル活用

コスパはピカイチ

今まで通りの特典

当面、切り替え時の
特別価格は適用予定

段階的値上げ
(新規での購入よりは

割安）

製品はそのまま使用
可能

契約特典は受けられ
ない

最新版導入時は最も
割高な支払いが発生

サブスクリプション
への切り替え

保守プランの
更新

切り替えも
更新もしない



サブスクリプションに

切り替えるには？



お客様は該当製品を切り替えできます

切り替えできるのはいつですか?

• 更新時 (満了日の90日前から満了日まで)

• 最寄の販売店にて満了日の少なくとも1週間前には注文お手続きを完了して下さいませ

切り替え後には何が起きますか?

• 既存の保守プランが満了します（既存の満了日にて）

• 新しいサブスクリプション契約が開始します（既存の保守プランの満了日の翌日より開始）

• 新しいサブスクリプションご利用にあたり設定手順ご案内のウェブページがございます

• 既存の使用中の製品はほとんどの場合新しいサブスクリプションを

• インストールまたは設定する準備ができるまで引き続きご使用頂けます



切り替え可能な製品

単体製品

Design & Creation Suite

保守プランから:

LTまたは LT Suite

業界別コレクション

サブスクリプションへ:

LTまたは LT Suite

同じ単体製品 業界別
コレクションor



新しい契約が作成されます
• 新しい契約が新しい期間単位にて作成されます

（既存の保守プラン満了日の翌日より開始）

保守プラン
満了

7月 1日 7月 2日 7月 3日 7月 4日 7月 5日

サブスクリプション
開始

例:

▪ 新しい期間単位は1年、2年、3年から選択可能

▪ 以下はサポート不可:

✓ 既存の契約にシリアルやシートを追加

✓ 既存の契約との満了日の共通化や統合

✓ 新しい契約作成後の期間単位の変更



サブスクリプションライセンスとは

▪ シングルユーザー

▪ 特定の1人のユーザーが使用するに適したライセンス

▪ 管理者はユーザーに使用権限を設定する必要あり

▪ 30日ごとにインターネットに接続する必要あり

▪ マルチユーザー

▪ 複数人で共有して使用するに適したライセンス

▪ 管理者は購入時および更新時にネットワークライセンス
ファイルを差し替える必要がある

▪ サブスクリプションは期間単位のライセンス

▪ 更新しない場合は満了後ソフトウェアは使用不能となる



サブスクリプションへの切り替え

具体的な手順

シングルユーザー

マルチユーザー



AKNに手順のご案内がございます

AKNへのリンク

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/move-to-subscription/complete-the-switch/multi-user-access/locate-the-products-you-are-moving
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/move-to-subscription/complete-the-switch/multi-user-access/locate-the-products-you-are-moving


サブスクリプションへの切り替え（シングルユーザー）

シングルユーザライセンスの切り替えで、

切り替え元の製品が、切り替え先の製品に含まれている場合、

以下のシナリオごとに設定手順を参照して下さい:

A. 現在インストールされているものと異なる製品または

バージョンを使用する

B. 現在インストールされているものと同じ製品かつバー

ジョンを使用する

※:切り替え元の製品が、切り替え先の製品に含まれていない場合

は、切り替え先の製品をインストールする前に古い切り替え元の製

品をアンインストールする必要があります



サブスクリプションへの切り替え（シングルユーザー）:
A. 切り替え後に異なる製品またはバージョンを使用

STEP

01

ユーザを追加する

旧来の永久ライセンスとは異なり、サブスクリプションで
は管理者がユーザを追加し、アクセス権を設定する必要が
あります。

STEP

02

ユーザに製品とサービスのアクセス権を割り当てる

管理者はユーザを追加したら、
製品とサービスのアクセス権を割り当てます。

STEP

03

新しいソフトウェアをインストールする

管理者からアクセス権を割り当てられると、そのユーザの
オートデスクアカウントにダウンロードが表示されます。
ダウンロード方法やインストール方法については、
AKN「ワークフロー: 基本的な製品のインストール」をご参
照下さいませ。

STEP

04

ソフトウェア上でサインインする

ソフトウェアの初回起動時に、アクセス権を割り当てられた
オートデスクアカウントでのサインインを求められます。
以降は、30日ごとにインターネットへの接続が必要です。

STEP

05

使用していた古いソフトウェアをアンインストールする

新しいサブスクリプションでの製品やバージョンをイン
ストールした後は、古い保守プランで使用していた製品
やバージョンをアンインストールします。

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autodesk-Installation/files/GUID-19C3B96C-40F9-410E-AEDA-66ACAF2CE19D-htm.html


サブスクリプションへの切り替え（シングルユーザー）:
B. 切り替え後に同じ製品・同じバージョンを使用

シングルユーザ シナリオ１

STEP

01

ユーザを追加する

旧来の永久ライセンスとは異なり、サブスクリプションでは
管理者がユーザを追加し、アクセス権を設定する必要があり
ます。

STEP

02

ユーザに製品とサービスのアクセス権を割り当てる

管理者はユーザを追加したら、
製品とサービスのアクセス権を割り当てます。

STEP

03

新しいシリアル番号に上書きする

ソフトウェア内のシリアル番号を、新しいサブスクリプ
ションのシリアル番号に上書きします。
詳しい手順はAKN「ソフトウェアのメニューからシリアル
番号を更新する」をご参照下さい。

STEP

04

ソフトウェア上でサインインする

シリアル番号を上書きした後に初めてソフトウェアを起動
すると、アクセス権を割り当てられたオートデスクアカウ
ントでのサインインを求められます。
以降は、30日ごとにインターネットへの接続が必要です。

切り替え後に現在インストールされているものと同じ製品・同じバージョンを使用する場合

上記に該当しない製品のためのシナリオはこのAKNの記事をご参照下さい

例えば単体製品から単体製品または業界別コレクションへの切り替えで、
現在インストールされている製品やバージョン（2014以降）を引き続き使用したい場合

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/manage-licensing/license-information/update-serial-number#software-menu
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/move-to-subscription/complete-the-switch/single-user-access


サブスクリプションへの切り替え（シングルユーザー）: 
B. 切り替え後に同じ製品・同じバージョンを使用

シングルユーザ シナリオ２

STEP

01

ユーザを追加する

旧来の永久ライセンスとは異なり、サブスクリプ
ションでは管理者がユーザを追加し、アクセス権を
設定する必要があります。

STEP

02

ユーザに製品とサービスのアクセス権を割り当てる

管理者はユーザを追加したら、
製品とサービスのアクセス権を割り当てます。

STEP

03

インストール済みの古い製品を引き続き使用する

保守プランの契約中にダウンロードしてアクティ
ベーションを行った製品やバージョンがある場合、
その製品が新規サブスクリプションにも含まれてい
れば引き続き使用できます。

上記に該当しない製品のためのシナリオはこのAKNの記事をご参照下さい

単体製品から単体製品または業界別コレクションへの切り替えで、
現在インストールされている製品やバージョン（2013以前）を引き続き使用したい場合

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/move-to-subscription/complete-the-switch/single-user-access


サブスクリプションへの切り替え（マルチユーザー）

マルチユーザライセンスの切り替えで、

切り替え元の製品が切り替え先の製品に含まれている場合、

以下のシナリオごとに設定手順を参照して下さい:

A. 現在インストールされているものと異なる製品または

バージョンを使用する

B. 現在インストールされているものと同じ製品かつバー

ジョンを使用する

※:切り替え元の製品が切り替え先の製品に含まれていない場合は、

切り替え先の製品をインストールする前に古い切り替え元の製品を

アンインストールする必要があります



サブスクリプションへの切り替え（マルチユーザー）：
A.切り替え後に異なる製品またはバージョンを使用

STEP

01

ユーザを追加する

旧来の永久ライセンスとは異なり、サブスクリプションでは
管理者がユーザを追加し、アクセス権を設定する必要があり
ます。

STEP

02

新しい製品やバージョンをインストールする

契約管理者であれば、オートデスクアカウント画面から製
品のダウンロードが可能です。
手順はAKN「マルチユーザーライセンスタイプの現在の
バージョンをインストールする方法」をご参照下さい。

STEP

03

サブスクリプションのライセンスファイルを生成する

オートデスクアカウント画面から新しいライセンスファイル
を生成します。
手順はAKN「Autodesk Account でネットワークライセンス
ファイルを生成する」をご参照下さい。

STEP

04
ライセンスファイルを差し替える

既存の製品のライセンスファイルを、新しいサブスクリプ
ションのライセンスファイルに差し替えます。

STEP

05
使用していた古いソフトウェアをアンインストールする

保守プランで使用していた古い製品やバージョンをアンイ
ンストールします。

STEP

06

ユーザにサービスを割り当てる（任意）

ユーザがサービスやサポートを利用するには、管理者から
サービスの割り当てを行ってください。

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-install-multi-user-license-type-current-version-software.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-license/getting-network-license-file/generating-license-file


サブスクリプションへの切り替え（マルチユーザー）：
B. 切り替え後に同じ製品・同じバージョンを使用

マルチユーザー シナリオ１

STEP

01

ユーザを追加する

旧来の永久ライセンスとは異なり、サブスクリプショ
ンでは管理者がユーザを追加し、アクセス権を設定す
る必要があります。

STEP

02

サブスクリプションのライセンスファイルを生成する

オートデスクアカウント画面から新しいライセンスファイ
ルを生成します。
手順はAKN「Autodesk Account でネットワークライセン
スファイルを生成する」をご参照下さい。

STEP

03

ライセンスファイルを差し替える

既存の保守プランのライセンスファイルから、新しいサブスク
リプションのライセンスファイルに差し替えます。

STEP

04

現在インストールされている保守プランの製品とバージョン（2014以降）を維持したまま
サブスクリプションへ移行する場合

ユーザにサービスを割り当てる（任意）

ユーザがサービスやサポートを利用するには、管理者からサー
ビスの割り当てを行ってください。

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-license/getting-network-license-file/generating-license-file


サブスクリプションへの切り替え（マルチユーザー）：
B. 切り替え後に同じ製品・同じバージョンを使用

マルチユーザー シナリオ２

STEP

01

ユーザを追加する

旧来の永久ライセンスとは異なり、サブスクリプション
では管理者がユーザを追加し、アクセス権を設定する必
要があります。

STEP

02

既存のライセンスファイルを保持する

保守プランの契約中にダウンロードしてアクティベーショ
ンを行った製品やバージョンがある場合、その製品が新規
サブスクリプションにも含まれていれば引き続き使用でき
ます。そのため、サポートされている最新版に更新できる
ようになるまでは、既存のライセンスファイルを変更す
る必要はありません。詳細については、「サブスクリプ
ションへの移行条件」を参照してください。最新バー
ジョンに更新できるようになったら、「マルチユーザー
シナリオ 1」の手順で更新します。

STEP

03

指名ユーザをサービスに割り当てる (任意) 

ユーザがサービスやサポートを利用するには、管理者か
らサービスの割り当てを行ってください。

現在インストールされている保守プランの製品とバージョン（2013以前）を維持したまま
サブスクリプションへ移行する場合

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/move-to-subscription/complete-the-switch/multi-user-access/multi-user-scenario-one


サブスクリプションの管理



切り替えご購入後の流れ

保守プランのACADから

サブスクリプションの業界
別コレクションへ切り替え

8月10日

お客様

購入（切り替え） 管理 使用 更新

受注処理完了メールを受信

8月10日 更新通知メールを受信

（契約満了日の45日前・30日前・4日前）

スペシャルな価格で業界別

コレクションを更新

保守プランのACAD が満了

8月31日

業界別コレクションの契約開始

9月1日

オートデスクアカウント画面に

ステータス「保留」の

業界別コレクションが表示される

8月10日

利用開始・切り替えのメールを受信

9月1日

切り替えの通知、および

新しい業界別コレクションの

契約とシリアル番号が

オートデスクアカウントに表示される

Autodesk Knowledge Networkで

設定手順を参照

※: ここでの日付は例です。

切り替えの購入は
2017年6月15日より可能と
なっております。

2017年8月10日 2017年8月31日 /  9月1日 2018年8月31日



オートデスクアカウント

パーソナライズされた

表示

昔のサブスクリプション
センターから改善

ライセンスを一括管理

分かりやすい表示

https://accounts.autodesk.com/

https://accounts.autodesk.com/


3つの主要な役割（ロール）

オートデスクサブスクリプション契約に関する
メインの連絡先です。
他のユーザに製品やサービスへのアクセス権の割り当てや
編集をすることができます。

製品のアクセス権を割り当てられたユーザーを指します。
ユーザーまたは『指名ユーザー』とも呼ばれます。

契約管理者を補助する役割で、契約管理者によって設定
することができます。

デフォルトでは契約管理者＝ソフトウェアコーディネー
タとなっています。

有効なサブスクリプションライセンスについて
上記いずれかの役割についているユーザは
予約制電話サポートを利用することができます。

別名『指名ユーザー』



役割の比較表



ガイドツアー：オートデスクアカウント

オートデスクアカウントについてのウェブセミナー（録画資料）

Up and Ready ウェブセミナー

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA23A000000uDVd.html


質問コーナー



選択はあなたの手に

ご購入販売店に連絡
または

autodesk.com/move-to-subscription-guide にアクセス

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/move-to-subscription/complete-the-switch/multi-user-access/multi-user-scenario-one
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