
お使いの設計ツールを最大限に活用
Autodesk Subscriptionをご契約いただくと、常に最新、最強のオートデスク ソフトウェアと 
サービスを利用できます。
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Autodesk® Subscriptionのメリットとは ? 

最新の製品と拡張機能をいち早く入手できるほか、 
製品サポートや柔軟なライセンス運用も大きな魅力です。

Autodesk Subscriptionで競争力を維持

Autodesk Subscriptionをご契約いただくと、お使いの設計ツールを最大限に活用できます。最新版と拡張機能を入手できるほか、 
柔軟なライセンス運用や Autodesk® 360の特典機能により、より充実した機能をワークフローに活かせます。

Autodesk 360でさらなるメリットを
Autodesk 360のクラウド サービスにいつでもど
こからでもアクセスすることができます。コラボ
レーションの強化、設計プロセスの革新の加速、
ひいてはワークフローの劇的な改善を実現できま
す。各種クラウド サービスと高度なクラウドの演
算処理能力を活かして、設計のビジュアライゼー
ションや最適化をより一層強化できます。

クラウド ストレージの容量がアップ
どなたでもご利用できるクラウド ストレージの容
量は 5GBですが、Subscriptionにご契約いただ
くことで、25GBのストレージを利用できます。ファ
イルをクラウドに保存すれば、Webやモバイル 
アプリケーションを使っていつでもどこからでも
作業ファイルにアクセスしたり、チームと連携で
きます。これからは、Autodesk 360の一元化さ
れたワークスペースを利用して最も効率の良い場
所で作業できます。

安心、安全なクラウド ワークスペース
Autodesk 360クラウド プラットフォームは、
Webサービスでの利用を想定して、安全かつ
信頼性の高いセキュアなインフラストラクチャを
ベースに構築されています。データと認証は安全
で、しかもバックアップも万全なので、安心して
作業を行えます。

コラボレーションの強化
Autodesk 360のアカウントを作成すれば、他の
ユーザと設計図面を共有できます。設計に使用し
たオートデスク ソフトウェアを持たない相手でも、
Webブラウザやモバイル機器から設計の表示、
編集、コメント記入を行えます。コラボレーショ
ン プロセス全体を通してドキュメントをクラウドに
保存することで、シームレスかつ体系的なワーク
フローが実現し、設計チームの成果が向上します。



Autodesk 360クラウド サービスと製品へのアクセス

ワークフローをデスクトップからクラウドへと広げる

オートデスクの単体製品またはスイート製品の Autodesk Subscriptionをご契約のお客様は、Autodesk 360のクラウド サービスお
よびクラウド対応製品を利用できます。クラウドの高度な演算処理能力を活かして、デスクトップに縛り付けられることも、高価なハー

ドウェアを用意する必要もなく、さまざまな作業を行えます。ワークフローの一環として複数の設計案の性能を検証し、何パターンも

のビジュアライゼーションを短時間で作成できます。

短時間で仕上がるレンダリング
Autodesk 360のレンダリングを使用すれば、説
得力のあるフォトリアルなビジュアライゼーション
やパノラマをスピーディーかつ低コストで作成でき
ます。デスクトップ PCに縛り付けられることも、
専用のレンダリング ハードウェアを用意する必要
もありません。

効率的な最適化
Optimization for Autodesk® Inventor®を使用し
て、複数の設計候補の性能を検証できます。デス
クトップ PC上だけではできないコンセプト開発や
シミュレーションを行うことができます。

緻密なエネルギー解析 
Energy Analysis for Autodesk® Revit®を使用す
れば、設計の早い段階でエネルギー消費量と建物
のライフサイクル コストを確認できます。

エネルギー効率の最適化 
Autodesk® Green Building Studio®を使用すれ
ば、設計プロセスの早い段階で建物全体を解析し、
エネルギー効率を最適化して、カーボン ニュート
ラルを目指した設計を実施できます。 

効果的な都市計画
Autodesk® InfraWorks 360を使用して大規模なイ
ンフラストラクチャ モデルをクラウド上でパブリッ
シュ、共有、管理すれば、情報に基づいてより良
い意思決定を行い、関係者の合意を促進できます。

Subscriptionをご契約のお客様は、この他にも 
さまざまな Autodesk 360クラウド サービスと 
製品をご利用いただけます。
詳細は、クラウド特典の一覧 (http://www.
autodesk.co.jp/subscription-cloud)で 
ご確認ください。

強力な構造解析
Structural Analysis for Autodesk® Revit®を使用
してより多くの設計案を検討し、施工前に性能を
予測できます。 



Autodesk 360クラウド サービスと
製品へのアクセス
ワークフローをデスクトップからクラウドへと広げる
オートデスクの単体製品またはスイート製品の 
Autodesk Subscriptionをご契約のお客様は、
Autodesk 360のクラウド サービスおよびクラウ
ド対応製品を利用できます。クラウドの高度な演
算処理能力を活かして、デスクトップに縛り付け
られることも、高価なハードウェアを用意する必
要もなく、さまざまな作業を行えます。ワークフ
ローの一環として複数の設計案の性能を検証し、
何パターンものビジュアライゼーションを短時間
で作成できます。

Autodesk 360の各種サービスには、デスクトッ
プ オートデスク製品からはもちろん、Webやモ
バイル インタフェースからもアクセスできます。
利用できるクラウド サービスには次のようなもの
があります。

製品のアップグレードと拡張機能
常にライバルの一歩先を行く
Autodesk Subscriptionをご契約お客様は、最新、
最強のツールをいつでも利用できます。最新のソフ
トウェアと製品の拡張機能をいち早く入手できる
ため、競争優位性を維持できます。また、アップ
グレードにかかるコストを抑えられるほか、ソフト
ウェアの予算管理も計画的に行えます。常にライ
バルの一歩先を行くための最もお得なサービス。 
それが Autodesk Subscriptionです。

柔軟なライセンス運用
自分に合った作業スタイルを自由に選択
社内外のチームとコラボレーションを行うために
は、必要なときに必要な場所で必要なソフトウェ
アを利用できなければなりません。Subscription
メンバーのお客様は、柔軟なライセンス運用 *で
ソフトウェアをより自由に活用できます。

前バージョンのライセンス使用権 : 場合によって
は、顧客の要望でプロジェクトに特定のバージョ
ンのソフトウェアを使用しなければならないこと
もあります。前バージョンのライセンス使用権を
利用すれば、オートデスク製品の旧バージョンと
最新バージョンの両方を使用してプロジェクトを
進めることができます。*

自宅使用権 (ホームユース ): 作業は必ずしもオ
フィスで行うものとは限りません。自宅使用権を
利用すれば、ソフトウェアをオフィスでも自宅でも
使用できます。

海外使用権 : ときには、海外の出張先で作業す
る必要があることも考えられます。海外使用権を
利用すれば、ライセンスの有効なソフトウェアを、
購入 **した国以外の場所で最大 90日間使用でき
ます。

技術サポート オプション
ニーズに合ったサポートを受ける
Autodesk Subscriptionをご契約のお客様は、
ニーズと予算に最適な技術サポート オプションを
お選びいただけます。いずれのサポート オプショ
ンにも、インストールと設定に関するご相談に加
え、ソフトウェアおよびクラウド サービスのトラブ
ルシューティングが含まれます。

Basic Support (ベーシック サポート ): Autodesk 
Subscriptionに含まれるAutodesk® Basic Support
では、オートデスクのオンライン サポート サー
ビス パッケージを利用できます。利用できるサー
ビスは以下のとおりです (一部英語でのご利用も 
ございます )。

•  サポート フォーラム コミュニティ
•  オートデスクによるマンツーマンのWebサポート 
•  オートデスク オンライン サポート (ヘルプ ド
キュメント、チュートリアル、トレーニング ビデ
オを備えたナレッジベースの利用に加え、オー
トデスク テクニカル ソリューションとサポート 
フォーラム コミュニティの膨大なスレッドを検
索可能 )

さらに Subscriptionメンバーのお客様は、ソリュー
ションのよりスピーディーな実装、生産性の最大化、
ダウンタイムの最小化を支援するプレミアム レベル
の技術サポート (Advanced Support、Enterprise 
Priority Support)もご購入いただけます。

Advanced Support (アドバンス サポート ):  
オートデスクのシニア サポート スペシャリストが
電話またはWebでマンツーマンで対応します。
Advanced Supportには、オートデスクのシニア 
サポート スペシャリストによるグローバルな電話
サポート（無制限、優先的、マンツーマン、24時
間サポート ***）、リモート デスクトップ サポート、
優先的なWebサポートなどが含まれます。

Enterprise Priority Support (エンタープライズ 
プライオリティ サポート ): Autodesk® Enterprise 
Priority Supportは、オートデスクの大企業のお客
様を対象とするプレミアム レベルのサポート サー
ビスです。このサービスでは、オートデスクの製
品サポートによる迅速な対応目標と、サポート案
件の最新のステータス情報の提供および解決／ 
軽減目標を設定しています。また、包括的かつプ
ロアクティブなサポート プログラムに加えて、あ
らゆるお客様のニーズに個別に対応するサポート 
アカウント マネージャによる支援などの各種サー
ビスも含まれます。

Autodesk® Subscription 2014

オートデスクのDesign Suiteファミリは 
包括的かつ強力なワークフローを 
提供します。

•  建築設計
•  エンジニアリング
•  建設
•  インフラストラクチャ 
•  製品設計
•  プラント設計
•  工場設計

Autodesk Subscriptionと組み合わせれば、
ワークフローをデスクトップからモバイル
機器、さらには Autodesk 360のクラウド
に接続して、より多くの設計案を検討し、よ
り効果的にコラボレーションを行い、より
短時間でより良い結果を達成できます。
www.autodesk.co.jp/suites



管理ツール
特典を体系的に管理する
契約管理者は、Autodesk Subscriptionセンター
のレポート ツールと管理ツールを使用して組織の
Subscription特典を容易に管理できます。

•  カバレッジ レポート : ソフトウェアのライセンス
やシート数を追跡および管理します。契約番号、
契約の終了日、グループ名、製品の詳細など、
便利な情報を個別に確認できます。

• 更新レポート : 90日以内に期限が切れる契約に
ついて更新情報を得ることができます。

•  各種ユーザ管理機能とツール : 製品ダウン
ロードやWebサポートなど、ユーザによる
Subscription特典の利用を制限することができ
ます。

•  利用状況レポート : 選択したクラウド サービス
の使用時に、消費するクラウド クレジットを
管理できます。

クラウド コンピューティングは

より良い意思決定を可能に 

してくれます。

– John Evans Designs 社
  社長兼デジタル プロトタイプ  
スペシャリスト

 John Evans 氏

購入するには
Autodesk Subscriptionをワークフローに活かす
ぜひ最新のテクノロジー、サービス、クラウドの
メリットをワークフローに活かしてください。競争
優位性を確立したいお客様、設計ツールを最大限
に活用したいお客様は、以下のいずれかの方法で
Subscriptionをご契約ください。

•  お近くのオートデスク認定販売パートナーから
オートデスク製品の最新版と Subscriptionを
購入する

•  お近くのオートデスク認定販売パートナーに問
い合わせて、今お使いのオートデスク製品に
Subscriptionを追加する 

•  オートデスク オンライン ストアでオートデスク
製品の最新版と Subscriptionを購入する

• 既に Subscriptionのご契約を頂いている可能性も
あります。以下のURLにてご確認いただけます。
http://subscription.autodesk.com/sc/
selfregister

SubscriptionとAutodesk 360で 
常に最新のテクノロジーを
クラウドの特典を利用する
Autodesk 360は進化し続けています。Subscription
で最新のテクノロジーとクラウドの新しい機
能、サービス、製品をいち早く利用しましょう。
Autodesk IDの情報を使って Autodesk 360に
ログインし、現在どのような特典を利用できる
か確認してください。Autodesk IDについては、 
こちらの FAQにてご確認いただけます。
www.autodesk.co.jp/cloudQA

•  Autodesk 360にサイン イン :  
www.360.autodesk.com

• オートデスク認定販売パートナーに問い合わせる :  
www.autodesk.co.jp/reseller_search 

•  オートデスク オンライン ストアにアクセスする :  
www.autodesk.co.jp/estore 



* 当該 Subscriptionの諸条件に基づきます。
** 欧州経済地域およびスイスで購入したソフトウェアは、欧州経済地域およびスイス全域で使用できます。
***  3つの地域 (南北アメリカは米国東部、欧州／中東／アフリカはヨーロッパ中央、アジア太平洋地域はシンガポール )の時間帯を基準に
定められており、平日 (月曜～金曜、ただし当該地域のオートデスク休業日を除く )は営業時間内 (9:00 ～ 17:00)であれば日本語対応、
営業時間外は英語対応します。なお、このサポート受付時間は電話サポートの場合です。Webからのサポート リクエストは常時送信
できます。

オートデスク認定販売パートナー

オートデスク株式会社　 www.autodesk.co.jp
〒 104-6024 東京都中央区晴海 1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワー X 24F
〒 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-5-36 新大阪トラストタワー 3F

Autodesk、Autodeskロゴ、Inventor、Revit、Green Building Studioは、米国および／またはその他の国々における、Autodesk, Inc.、
その子会社、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。

該当製品およびサービスの提供、機能および価格は、予告なく変更される可能性がありますので予めご了承ください。また、本書には 
誤植または図表の誤りを含む可能性がありますが、これに対して当社では責任を負いませんので予めご了承ください。

© 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved.

当社のチームと製品設計が時代の最先端を走り続けることができるのは、 
まさに Subscriptionのおかげです。

– Guardair Corporation社
 エンジニアリング ディレクター
 Mark Yorns氏


