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今こそ「サブスクリプション」へ切り替えるチャンスです！！
保守プラン更新時のオプションについて



特別なオファーを特別なお客様に

保守プランをご契約のお客様は
更新のタイミングで

特別価格にて
サブスクリプションに

お切り替えいただけます。







 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?

 お客様にとってのメリットとは?

 保守プラン更新時のオプション

サブスクリプションをお勧めする理由



数多くのIT企業がサービスの提供をサブスク
リプションに移行しています



顧客の新しい期待

納品の迅速化パーソナライズ 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



オートデスクが

サブスクリプションに
移行した理由



オートデスク サブスクリプションとは

優れた価値と使いやすさ

未来への道のり



お客様にとってのメリット



特別なオファーを特別なお客様に

保守プランをご契約のお客様は
更新のタイミングで

特別価格にて
サブスクリプションに

お切り替えいただけます。

今こそ「サブスクリプション」へ切り替えるチャンスです！！



サブスクリプションのメリット

優れた利便性 柔軟な管理 役立つ
分析結果



 ソフトウェアへのアクセス
自宅、職場、外出先など、どこにいても最新バージョンと前バージョンの
使用が可能です

 技術サポートの強化
必要な時にチャットや電話、オンラインのリソース
からお好きな方法を選択できます

 クラウド サービス (Autodesk Drive)
作業内容をビュー形式で共有できる共有ビューや、設計データを
安全に保存、プレビュー、共有できるAutodesk Driveを利用できます

優れた利便性
幅広くそろった最新のツールやテクノロジを、提供開始と同時に入手できま
す。必要に応じて前バージョンの製品も利用できるので、市場で常に差別化
を図ることができます



柔軟な管理
ユーザ、コスト、製品をビジネス ニーズに合わせて管理できます
 管理ツール

Autodesk Account を使えば、ユーザ、ソフトウェア、支払い、更新に

関する情報を 1 箇所にまとめて、簡単に管理、検索できます。必要な

ツールは、Autodesk デスクトップ アプリからダウンロードできます。

 柔軟な期間オプション

多額の先行投資を必要とせずに、新しいツールを試すことができます。

選択した期間に応じて利用できるので、費用を抑えながら、ソフトウェア

や予算のニーズに柔軟に対応できます。

 製品のセキュリティ

お客様のアセットは、オートデスクのセキュリティ スペシャリストが守りま

す。最新のセキュリティ アップデートやパッチも利用できるので安心です。



 通知
Autodesk Account から契約状況を確認し、サブスクリプション
契約の満了前に契約更新や製品の切り替えができるので、
ダウンタイムの発生を回避できます。

 クラウド クレジットの使用状況レポート

利用量に応じて支払いが発生するサービスについては、社内のクラウド
クレジットの使用状況を追跡して最適化できます。

 予算計画

サブスクリプションの費用は透明性が高く、予測可能であるため、ソフトウェアの費
用をクライアントのプロジェクトに直接請求したり、将来的な費用を予測することが
簡単になります。

役立つ分析結果

費用は使用するソフトウェアの分だけなので、投資を最適化して収益を拡大
できます。



更新の際の選択肢



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



保守プランの
更新



 今までの特典を、すべてそのまま利用可能

 最新のソフトウェアの入手

 WEB 経由の技術サポート

 前バージョン使用特典

 ホームユース特典

 海外持ち出し特典

 管理ツール

 保守プランの価格は 2019 年に 20% の値上げを予定しております
値上げ後であっても、新規サブスクリプションよりも低い価格設定です。

 最適なタイミングでサブスクリプションに切り替えることを推奨
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。

保守プランの更新



サブスクリプション
への切り替え



メリット
 最新のソフトウェアの入手
 予約制電話サポート
 前バージョン使用特典
 ホームユース特典
 海外持ち出し特典
 管理ツール

サブスクリプションへの切り替え

+ サブスクリプションメンバー向けのその他の特典



価格設定

 2019 年 5 月よりも前に年間サブスクリプションに切り替えると、
特別価格を 3 年間保証

 2019 年 5 月以降の切り替えでは、複数年契約を申し込むことで
長期的な特別価格を保証

サブスクリプションへの切り替え

保守プランの更新価格より
も安くなる場合がほとんど

新規サブスクリプションと
比べれば大幅に安い価格

 最初の 3 年が経過した後も、特別価格で更新可能



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、早いほど
お得です。

 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。

 特別オプションの価値を最大限に
活かすなら、業界別コレクションへの
切り替えがお勧めです。

サブスクリプションへの切り替え



切り替えも
更新もしない



 メリット

 永久ライセンスを引き続き使用できる

 デメリット

 製品をアップグレードできない

 前バージョンを使用できない

 技術サポートを受けられない

 ホームユース特典や海外持ち出し特典を利用できない

 管理ツールを使用できない

 保守プランに付属していたクラウド サービスを利用できなくなり、
関連するクラウド クレジットも失われる

切り替えも更新もしない



ご検討のほどよろしくお願いいたします
ぜひ、担当の認定販売パートナーにご相談ください

ご質問がございましたら、こちらにお願いいたします。

ask.webinar@autodesk.com
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