保守プランをサブスクリプションに切り替えると

こんなメリットがあるのはご存知ですか?

保守プラン契約の更新時期が近いお客様にお知らせです。
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

早期申し込みでお得に切り替え

1 年目

2 年目

3 年目

>

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

>

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

>

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%、

切り替えによる割引額

02

よりもお得になります。

20%、2017 年の価格と比べて値上げされる予定です。
2017 年の価格と比べて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

2 年目

3 年目

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）
。

03

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

保守プラン

サブスクリプションに切り替え

> 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。

04

以前のバージョンも使用可能
>
>

2018

>

05
06
07

切り替えはお好きなタイミングで*
>

保守プランで利用していた古いバージョンのソフトウェアも、
一定条件のもと、
サブスクリ

>

*一定条件については、
「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

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

>

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 スペシャリストが直接お電

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。
話で問題を解決いたします。
追加費用はかかりません。

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。

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。

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

®

>
>

BIM 360

TM

10

適用される特別規約」
をご覧ください。

>

>

09

プション契約に切り替え後も引き続きご利用いただけます。

今までの特典に新しいサポート サービスがプラス

>

08

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。

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。

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。

1.

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
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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。
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