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はじめに 

オートデスクのサブスクリプションの契約管理者は、オートデスクアカウ

ントにアクセスすることにより、契約満了日の詳細や、オートデスクと直

接更新する方法を確認することができます。

更新ポリシー 

オートデスクのサブスクリプション契約または保守プラン契約は、有効期

限が切れる前に更新する必要があります。契約満了後に更新することはで

きません。期間内に更新していただくことで、ソフトウェアや次のような

特典を継続してご利用いただけます。

・お使いのソフトウェアの新バージョン

・機能強化

・お使いのソフトウェアの前バージョン

・ホームユース特典

・海外持ち出し特典

・技術サポート

・この契約について購入されたクラウド クレジット

・付随するクラウド サービス
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CHAPTER 1 – 1. 自動更新と都度更新の違い 

オートデスクのサブスクリプション契約には、契約満了日に自動で更新処

理が行われる「自動更新」と、お客様自身で更新手続きを行っていただく

「都度更新」の２タイプがあります。

【自動更新】 

オートデスクの公式オンラインストアからクレジットカードおよび PayPal で

購入した 1 ヵ月、1 年、3 年のサブスクリプションは、契約タイプが「自動更

新」に設定されています。自動更新のサブスクリプションは、自動更新の設定を

解除しない限り、ライセンスの期限が切れる契約満了日に、購入時に使用したク

レジットカードに自動的に請求され、更新されます。

～自動更新の流れ～ 
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CHAPTER 1 – 1. 自動更新と都度更新の違い 

【都度更新】 

自動更新ではない都度更新のサブスクリプションは、契約の満了する 90 日前か

ら更新を行うことができます。 ソフトウェア、サービス、特典へのアクセス権

を失わないようにするには、契約満了日までに契約を更新することが重要です。 

主に、１）銀行振込、２）コンビニ払い、３）オートデスク販売認定パートナー

(代理店)から購入した場合、または、４）オートデスクの販売担当者（※）を経

由して直接購入したサブスクリプションは、「都度更新」の契約です。 

ソフトウェア、サービス、特典へのアクセス権を失わないようにするには、契約

満了日までに契約を更新することが重要です。 契約が更新されていない場合、

契約管理者に 90 日前、45 日前、30 日前、4 日前に、更新に関する通知が電

子メールで送信されます。

※オートデスクの販売担当者を経由して購入したサブスクリプションの場合に限り、クレジットカードや

PayPal でも、契約時に「都度更新」を選択することができます。ご契約された更新タイプをご確認のうえ、

更新手続きをしてください。

⚠ご注意！！

オートデスク公式オンラインストアでクレジットカードや PayPal で購入した製品は、全て「自動更新」で

す。「自動更新」として契約されたサブスクリプションは、後に「都度更新」タイプに変更できません。都度

更新の契約に変更をご希望される場合は、「自動更新」のサブスクリプションを解約し、新規のサブスクリプ

ションを「銀行振り込み」や「コンビニ払い」で購入しなおしていただく必要があります。

～都度更新の流れ～ 
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CHAPTER 1 – 2. いつから契約更新手続きが可能？ 

「都度更新」として契約しているサブスクリプションの契約管理者は、サ

ブスクリプションの期限が切れる満了日の「90 日前」から更新手続きを行

っていただけます。 

契約管理者は、契約満了日の 90 日前、45 日前、30 日前、4 日前に、更

新に関する通知が電子メールで送信されます。更新手続きは、オートデス

クアカウントにて、ご自身で行っていただくか、もしくは購入元の「認定

パートナー（代理店）」や「オートデスクの販売担当者」にお電話やメー

ルで直接お問い合わせのうえ、更新手続きのご依頼いただくことが可能で

す。

※認定パートナー（代理店）からご購入されたライセンスに関しては、原

則、代理店にて更新手続きを行ってください。
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CHAPTER 2 – 1. 契約内容を確認する 

ご自身が契約しているサブスクリプションや保守プランの契約内容を確認

するには、オートデスク アカウントにサインイン後、左側のナビゲーショ

ンメニューの「請求と注文」から、「サブスクリプション」または「契

約」をクリックして確認します。
※両方表示される場合と、そうでない場合があります。

・サブスクリプション
オートデスク公式オンラインストアで購入したサブスクリプションの契約内容（自動更新）がご確認

いただけます。

・契約
代理店やオートデスクの担当営業など、オートデスク公式オンラインストア以外で購入したサブスク

リプション(都度更新)や保守プランの契約内容がご確認いただけます。

http://manage.autodesk.com/
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CHAPTER 2 – 1. 契約内容を確認する 

●オートデスク公式オンラインストアで購入した自動更新のサブスクリプ

ションは、「請求と注文」→「サブスクリプション」から確認します。

●代理店やオートデスクの担当営業など、オートデスク公式オンラインス

トア以外で購入したサブスクリプション（都度更新）や保守プランは、

「請求と注文」→「契約」から確認します。
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CHAPTER 2 – 2. 契約の詳細を確認する 

契約の詳細を確認するには、契約にある製品を選択し、クリックします。 

契約内容の詳細が表示されます。 

❶契約番号（e.g. 11XXXXXXXXXX, 42XXXXXXX、XXX-XXXX など契約内容により異なります）

❷サブスクリプションの期間、契約開始日と満了日

❸契約管理者（ライセンス購入者）の情報

❹契約に紐づく製品の「シート数（ライセンス数）」およびに「ライセンスタイプ」が記載されてい

ます

❺製品のアクティベーション方法がサインイン認証の場合は、「サインイン」、シリアル番号認証の

場合は「シリアル番号とプロダクトキー」が記載されています

❻契約のステータス
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CHAPTER 3 – 1. 自動更新の契約管理画面にログインする 

【１】オートデスク アカウントにログインしたら、左のメニューで「請求

と注文」の「サブスクリプション」をクリックします。 

【２】管理する製品をクリックし、サブスクリプションの詳細を表示しま

す。 

http://manage.autodesk.com/
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CHAPTER 3 – 1. 自動更新の契約管理画面にログインする 

【３】「更新の管理」をクリックします。 

【４】「注文番号」を入力します。 

※注文番号はご注文いただいた際に送信された注文購入証明のメール内に

記載されている注文番号（11 ケタの数字）を入力します。
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CHAPTER 3 – 1. 自動更新の契約管理画面にログインする 

【５】次にパスワードを入力します。パスワードは初期設定されていない

ため、「ご注文パスワードをお忘れですか？」をクリックしてパスワード

を設定します。 
注意⚠：オートデスクアカウントのログインパスワードではありませんのでご注意ください。 

【６】新しくブラウザが立ち上がり、以下の画面が表示されたら、ステッ

プ【５】で入力したのと同じ注文番号を入力し「送信」をクリックしま

す。 
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CHAPTER 3 – 1. 自動更新の契約管理画面にログインする 

【７】しばらくするとお客様の登録されているメールアドレスにパスワー

ド設定用のメールが届きます。メールを開いて URL をクリックします。 

※パスワードリセットのメールはドメインが@digitalriver.com より送信されます。メールの受信設定によ

り迷惑フォルダに振り分けられ場合がありますので、メールが届かない場合は、ドメイン指定で

digitalriver.com からのメールを許可するように設定してください。

【８】リンクをクリックしたら、登録しているメールアドレスと新しい任

意のパスワードを入力し、「送信」をクリックします。 
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CHAPTER 3 – 1. 自動更新の契約管理画面にログインする 

【９】パスワードが正常にリセットされると、メッセージが表示され、登

録しているメールアドレスにパスワードが更新された旨のメールが送信さ

れます。 
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CHAPTER 3 – 1. 自動更新の契約管理画面にログインする 

【１０】注文履歴のログインページ【５】に戻り、注文番号と設定したパ

スワードを入力し、「注文を検索」をクリックします

【１１】注文の詳細ページにログインできました。 
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CHAPTER 3 – 2. 自動更新の設定を解除する 

自動更新の設定を解除するには、注文履歴の画面から、❶「サブスクリプ

ションの管理」または、❷「自動更新の停止」をクリックします。

【１】「サブスクリプションの管理」をクリックすると以下の画面が表示

されます。自動更新の設定を「オン」から「オフ」に選択して切り替えま

す。 
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CHAPTER 3 – 2. 自動更新の設定を解除する 

【２】以下の確認画面が表示されたら「同意」をクリックします。 

【３】自動更新の設定が解除されると、ご登録のメールアドレスに設定が

変更された旨のメールが送信されます。 

※自動更新を再度「オン」にする場合は、【１】の設定画面で「オン」を選択します。
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CHAPTER 3 – 3. 支払い情報を編集する 

オンラインストアで製品を購入いただくと、ご購入時に使用されたクレジ

ットカード情報が、お客様のお支払い方法として最初に自動登録されま

す。支払い情報を編集するには注文の詳細画面の「サブスクリプションの

管理」から行えます。

【１】注文の詳細画面にログイン後、「サブスクリプションの管理」をク

リックします。

【２】アカウント情報の枠の「編集」をクリックします。 
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CHAPTER 3 – 3. 支払い情報を編集する 

【３】編集画面が開いたら、新しく登録するクレジットカードの情報を入

力します。すでに入力されている内容を削除し、別のカードを登録するに

は「リセット」をクリックし入力されている内容をクリアにします。 

必要な情報をすべて入力したら「送信」をクリックします。

・カードの登録名：任意の名前をつけます。

・クレジットカード番号：カードの 16 桁または 15 桁の番号を入力します。

・有効期限：クレジットカードの有効期限を入力します。

・購入者情報：登録済みの請求先住所の番地が記載されています。請求先に変更がなければそのままにします。

【４】支払いのカード情報が修正されました。 
※変更を反映するには、しばらく時間が掛かる場合があります。変更を確認するには、ページを更新するか、

注文履歴画面へ再度ログインを行ってください。
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CHAPTER 3 – 4. クレジットカードの請求先情報を編集する 

支払い用に登録されたクレジットカードの請求先情報を編集するには、注

文履歴画面の「サブスクリプションの管理」から行えます。 
※請求先情報はカード会社にご登録の住所を入力してください。

【１】「サブスクリプションの管理」をクリックします。 

【２】請求先住所を「編集」または「新規住所の追加」をクリックしま

す。※登録済みの請求先を一部のみ編集する場合は「編集」、新しい住所を追加する場合は「新規住所の追

加」をクリックします。 
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CHAPTER 3 – 4. クレジットカードの請求先情報を編集する 

【３】新しい請求先情報を入力し、「送信」をクリックします。 

【４】新しい請求先情報が追加されました。 
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CHAPTER 3 – 5. 請求書の表示と印刷 

【１】請求書を表示するには注文履歴ページの「請求書の表示」をクリッ

クします。

【２】請求書が表示されます。 
※オートデスクストアで購入した製品の請求書および領収書には製品とサービスの認定再販業者および代理店

である Digital River Japan の社名が記載されています。
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CHAPTER 3 – 5. 請求書の表示と印刷 

【３】請求書を印刷する場合は、「印刷」をクリックします。印刷設定画

面が開いたら、任意のプリンターを選択して、印刷を開始します。 
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CHAPTER 3 – 6. 領収書の表示と印刷 

【１】領収書を表示するには注文の詳細ページの「領収書の表示」をクリ

ックします。 

【２】領収書が表示されます。 
※オートデスクストアで購入した製品の請求書および領収書には製品とサービスの認定再販業者および代理店

である Digital River Japan の社名が記載されています。
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CHAPTER 3 – 6. 領収書の表示と印刷 

【３】領収書を印刷する場合は、「印刷」をクリックします。印刷設定画

面が開いたら、任意のプリンターを選択して、印刷を開始します。 
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CHAPTER 4 – 1.都度更新の契約を管理する 

【１】オートデスクアカウントにログインしたら、左のメニューで「請求

と注文」の「契約」をクリックします。 

【２】契約一覧が表示さます。更新手続きが必要な契約をクリックしま

す。※契約有効期限の９０日前から更新手続きが可能です。 

http://manage.autodesk.com/
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CHAPTER 4 – 1.都度更新の契約を管理する 

【３】契約の詳細が表示されます。更新手続き受付期間の場合は、「更

新」ボタンが表示されますので、クリックします。 

【４】ポップアップが開いたら、「オンライン更新」をクリックします。
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CHAPTER 4 – 1.都度更新の契約を管理する 

【５】画面が切り替わり、更新する製品がショッピングカートに表示され

ます。内容を確認し、「購入に進む」をクリックします。 

【６】お客様の既存の顧客情報が自動で入力されますので、確認し「次へ

すすむ」をクリックします。 
⚠ご注意１：メールアドレスは変更しないでください。既存のアカウントに紐付けされなくなります。

⚠ご注意２：更新に「コンビニ払い」を選択する場合、電話番号の「+81」や「＋」は削除し、「０」から

始まる電話番号のフォーマットに修正してください。オーダーが上手く処理されない場合があります。
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CHAPTER 4 – 1.都度更新の契約を管理する 

【７】いずれかの支払い方法を選択して、「ご注文の確認」へ進みます。 

【８】最後に、ご注文内容を確認し、デジタルリバー（※）の売買条件お

よびプライバシーポリシーに同意し、「注文する」をクリックします。 
※デジタルリバーはオートデスクの認定再販業者および代理店です。
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CHAPTER 4 – 1.都度更新の契約を管理する 

【９】注文が完了し、注文の詳細とともに登録のメールアドレスに「ご注

文の確認」メールが送信されます。 

※ご注文の確認のメールはドメインが@autodeskcommunications.com より送信されます。メールの受

信設定により迷惑フォルダに振り分けられ場合がありますので、メールが届かない場合は、ドメイン指定で

autodeskcommunications.com からのメールを許可するように設定してください。
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CHAPTER 4 – 2.保守プランの契約を管理する 

【１】オートデスクアカウントにログインしたら、左のメニューで「請求

と注文」の「契約」をクリックします。 

【２】契約一覧が表示されます。保守プランの更新手続きが必要な契約を

クリックします。※契約有効期限の９０日前から更新手続きが可能です。

http://manage.autodesk.com/
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CHAPTER 4 – 2.保守プランの契約を管理する 

【３】契約の詳細が表示されます。更新手続き受付期間の場合は、「更

新」ボタンが表示されますので、クリックします。 

【４】ポップアップが開いたら、「オンライン更新」をクリックします。 
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CHAPTER 4 – 2.保守プランの契約を管理する 

【５】画面が切り替わり、更新する製品がショッピングカートに表示され

ます。内容を確認し、「購入に進む」をクリックします。 

【６】お客様の既存の顧客情報が自動で入力されますので、確認し「次へ

すすむ」をクリックします。 
⚠ご注意：メールアドレスは変更しないでください。既存のアカウントに紐付けされなくなります。

⚠ご注意２：更新に「コンビニ払い」を選択する場合、電話番号の「+81」や「＋」は削除し、「０」から

始まる電話番号のフォーマットに修正してください。オーダーが上手く処理されない場合があります。



©Autodesk, Inc.     34 

CHAPTER 4 – 2.保守プランの契約を管理する 

【７】いずれかの支払い方法を選択して、「ご注文の確認」へ進みます。 

【８】最後に、ご注文内容を確認し、デジタルリバー（※）の売買条件お

よびプライバシーポリシーに同意し、「注文する」をクリックします。 
※デジタルリバーはオートデスクの認定再販業者および代理店です。
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CHAPTER 4 – 2.保守プランの契約を管理する 

【９】注文が完了し、注文の詳細とともに登録のメールアドレスに「ご注

文の確認」メールが送信されます。 

※ご注文の確認のメールはドメインが@autodeskcommunications.com より送信されます。メールの受

信設定により迷惑フォルダに振り分けられ場合がありますので、メールが届かない場合は、ドメイン指定で

autodeskcommunications.com からのメールを許可するように設定してください。
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購入後のお問い合わせおよび参照リンク 

購入後のお問い合わせ先 

更新に関するお問い合わせ 

その他サポートへのお問い合わせ 

参照リンク集 

ご利用中の製品の技術的なサポートに関して、早期解決に役立つポイントをご紹介します。 

Autodesk Knowledge Network (AKN) 

オートデスク製品の使用方法やご利用に関してのヒントを検索できます 。

製品を選択し、キーワードで解決方法を検索します。 

オートデスクコミュニティフォーラム

フォーラムに質問を投稿すると、オートデスクの技術サポートスペシャリストや他のユーザ様による

回答が得られ、情報共有などが可能です。 

製品の技術的なサポートに関する問い合わせ（電話予約ページに移動） 

有効なサブスクリプション契約をお持ちのお客様は、電話（予約制）による技術サポートを受けられ

ます。電話予約方法の確認はこちら 

その他各種サポートへの問い合わせ（チャット・メール） 

その他のサポートは、チャットまたはメールにてお問い合わせいただけます。 

注文履歴ログインページ 

公式オンラインストアから購入した場合はこちら 

オートデスク販売担当者を経由して購入した場合はこちら

https://www.autodesk.co.jp/renewal
https://www.autodesk.co.jp/renewal
https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support
https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support
https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support
https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support
https://knowledge.autodesk.com/ja/support
https://knowledge.autodesk.com/ja/support
https://forums.autodesk.com/t5/ri-ben-yu/ct-p/511/Discussions-Page?_ga=2.70906195.215739042.1522634378-935717690.1522637749
https://forums.autodesk.com/t5/ri-ben-yu/ct-p/511/Discussions-Page?_ga=2.70906195.215739042.1522634378-935717690.1522637749
https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support/technical-support
https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support/technical-support
https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support/purchases-returns
https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support/purchases-returns
https://store.autodesk.com/store/adskjp/ja_JP/DisplayCustomerServiceOrderSearchPage
https://store.autodesk.com/store/adskjp/ja_JP/DisplayCustomerServiceOrderSearchPage
https://store.autodesk.com/store/adskeren/ja_JP/DisplayCustomerServiceOrderSearchPage
https://store.autodesk.com/store/adskeren/ja_JP/DisplayCustomerServiceOrderSearchPage
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電話サポート予約方法 


 


製品の技術的なサポートに関する問い合わせ（電話予約ページに移動） 


ソフトウェアやサービスの使用中に発生した技術的な問題に関して、有効なサブスクリプション契約


をお持ちのお客様は、電話（予約制）による技術サポートを受けられます。 


電話予約の方法は以下を参照してください。 


 


【１】製品の技術的なサポートに関する問い合わせをクリックします。 


ご使用の製品名（❶）とそのバージョン（❷）を選択して「次へ」をクリックします。 


 


 


 



https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support/technical-support

https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support/technical-support

https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support/technical-support

https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support/technical-support
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【２】次のページで❶「Yes」を選択、❷お使いの製品名を選択、❸製品バージョンを選択、❹お電


話の希望する言語を選択、❺日本時間（Japan Standard Time (Asia/Tokyo)を選択します。 


 


【３】予約が空いている日時を探します。「Available」となっている日が予約可能な日です。 
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【４】予約が空いているスロットをクリックし、電話を希望する時間帯を選択し、「NEXT」をクリ


ックします。 


 


【５】最後に、ご相談内容の詳細（❶）、スクリーンショット等がある場合は添付（❷）します。 


※添付ファイルは最大２GB までです。 


最後に、「SCHEDULE」をクリックすると、予約が完了します。 


 







