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問い合わせ一覧
アドビ サポート コミュニティ

https://community.adobe.com/t5/jp/ct-p/jp
アドビ サポート コミュニティはどなたでも閲覧・参加できるオープンコミュニティサイトです。お客様ご自身でトラブルの解決方法を調べたり、問題のディスカッ
ションに参加したり（Adobe IDでのログインが必要）することができます。製品知識が豊富なサポートアドバイザもお客様の問題解決のお手伝いをしています。

アドビサポート 

https://helpx.adobe.com/jp/support.html
上記URLにアクセスいただき、サポートをご利用ください。

Webサイト

ライセンスプログラム www.adobe.com/jp/howtobuy/buying-programs.html

VIPに関するリソース www.adobe.com/go/vip_program_guide_jp

企業向け www.adobe.com/go/cct

教育機関向け www.adobe.com/jp/creativecloud/buy/education.html

官公庁向け www.adobe.com/jp/creativecloud/buy/government.html

販売店一覧 www.adobe.com/jp/joc/elicensing/

Adobe Stockの詳しい情報はこちら http://www.adobe.com/go/cc_stock

Adobe Creative Cloudに関してお客様からよくあるご質問（FAQ）は ▶ www.adobe.com/jp/products/creativecloud/faq.html

法人企業向けライセンス

旧製品（Creative Suite−CS）サポート終了のお知らせ
すでに販売を終了しているCreative Suite（CS）製品をお使いいただいているお客様は、Windows 10やMacOS High Sierra/
Mojaveなど最新のOS環境では、製品のインストールができなかったり、使用中に不具合が生じたりする場合があります。
また、セキュリティのアップデートや技術サポートも提供されませんので、パソコンやOS入れ替えの際はご注意ください。

▼ 詳細はこちらからご確認ください

https://www.adobe.com/jp/creativecloud/information/endsupport.html

グループ版 | エンタープライズ版 2020年12月版

［ グループ版 ］

一元管理ツールで、ライセンス管理の
手間を大幅に軽減

ボリュームディスカウントの提供

エキスパートによる1対１のサポート

購入手続きが簡単。
注文から使用開始までの時間を短縮

［ エンタープライズ版 ］

強固なセキュリティによりコンテンツを
安全に保護

効率的なライセンス管理とデプロイ

エンタープライズレベルの専用サポート

カスタマイズ可能な一括契約

法人企業向け Creative Cloud の主なメリット
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PhotoshopやIllustratorをはじめ、CS6以降に数千もの新機能が追加された最新のデスクトップアプリを
いつでもダウンロードして使用できます。主なデスクトップアプリ

Adobe Photoshop  S Adobe Illustrator  S

デスクトップおよびiPad向けの画像編集・合成ツールの決定版 あらゆるメディアに向けた美しいベクターアートやイラストを作成

Adobe InDesign  S Adobe Dimension  S

高品質なレイアウトとページデザインのためのツール 2Dと3Dを合成してリアルな画像を作成

Adobe Acrobat Pro DC *1 Adobe Dreamweaver  S

PDFの作成、編集、注釈、署名をどのデバイスからでも 様々なデバイスに向けたWebサイトを効率的に制作

Adobe XD  S Adobe Animate  S （旧 Flash Professional CC）
WebサイトやモバイルアプリのUIデザインからプロトタイプの作成、共有まで インタラクティブアニメーションの制作環境

Adobe Premiere Pro  S Adobe After Effects  S

あらゆるデバイス向けの映像・動画を自在に編集 モーショングラフィックスとVFXの業界標準ツール

Adobe Premiere Rush  S Adobe Audition  S

高品質な動画の編集や公開をマルチデバイスで簡単に 誰でも簡単にマルチトラックオーディオ編集、ノイズ除去からマスタリングまで

Adobe Photoshop Lightroom  S Adobe Photoshop Lightroom Classic *2

写真の閲覧、整理、編集、共有をマルチデバイスで きめ細かい写真の編集や確認をデスクトップで集中的に

Adobe Character Animator Adobe Prelude
カメラで表情や話し声をその場で認識して2Dキャラクターをアニメーション化 メディアファイル管理とメタデータ入力ができるログ作成とビデオ取り込みツール

Adobe InCopy  S Adobe Bridge
ライターと編集者が同じドキュメントに上書きされることなく共同作業、修正 クリエイティブプロジェクトで使用するファイルやアセットをすべて一元管理

Adobe Spark  S

グラフィック、Webページ、ビデオストーリーを簡単に作成
*1 単体製品（サブスクリプション版）でのPro、Standard（Windows版のみ）の購入も可能です
*2 Lightroom 単体プランにも含まれます

※プランによってご利用いただけるツールやサービスが異なります。
S  単体プランでもご提供しております。

Creative Cloudの製品内容

［ 別売り製品 ］   

Adobe Stock Adobe Captivate Technical Communication Suite
2億点を超える高品質なストックフォトサービス マルチデバイス対応のeラーニングオーサリングツール 5つの高性能ツールを、市場をリードするスイートに統合

Creat ive Cloudは、写真、デザイン、ビデオ、Web、UI/UXな

ど、あらゆる制作に対応する20種類以上のデスクトップおよび

モバイルアプリ、フォントなどのサービスが統合されたクリエ

イティブ環境です。最新リリースでは IllustratorがiPadに対応

し、Adobe Sensei搭載の新機能も続々登場。クラウドを利用

したコラボレーション機能が強化され、リモートでの共同作業

がさらにスムーズに。Creative Cloudがあれば、いつでも、ど

こにいて、誰とでも、想像の赴くままに制作を進めることがで

きます。

すべての人に「つくる力」を
Creativity for all.

新しいバージョンやサービスが出るとすぐに
使えますが、アップデートは強制ではなく、必
要な時に行うことができます。

1人の使用者につき2台までのコンピューター
にライセンス認証できます（同時起動はでき
ません）。自宅のMacと会社のWindowsに、
といった使い方も可能です。

すべての製品とサービスが利用できるコンプ
リートプランのほか、Photoshopなどの単体製
品のみ選択できるプランなど、ニーズに合わせ
てお選びいただけます。

最新アプリやサービスを
好きなタイミングで利用可能

MacでもWindowsでも
2台までOK

単体1本から選べる
さまざまなプラン

Creative Cloudならではのメリット

制作を支援する各種サービスや機能に、必要なときにいつでもアクセスできます。主なサービス

Creative Cloud ライブラリ Adobe Fonts Behance
いつでも、どこでも素材にアクセス 商用利用可能なフォントサービス クリエイターのソーシャルサービス

Creative Cloud デスクトップ Adobe Portfolio Creative Cloud ファイル
Creative Cloudのアプリなどを管理 Behanceと連動するポートフォリオ ファイルの保存、共有、プレビュー

デスクトップアプリと連携するモバイルアプリを活用して、いつでもどこでもクリエイティブな作業を開始、継続できます。主なモバイルアプリ

Adobe Capture Adobe Comp Adobe Lightroom モバイル版
撮影した写真からシェイプやブラシを作成 モバイルデバイスでデザインカンプを作成 モバイルで写真を整理、編集、共有

Adobe Premiere Rush Adobe XD Adobe Photoshop
高品質な動画の編集や公開をマルチデバイスで簡単に WebサイトやアプリのUI/UXデザイン デスクトップおよびiPad向けの画像編集・

合成ツールの決定版

Adobe Fresco Adobe Aero（iOS版） Adobe Photoshop Camera
あらゆる描画表現を実現する究極の
スケッチ＆ペイントアプリ

AR（拡張現実）体験を簡単に作成、公開 思い通りの写真を簡単に撮影、共有

Adobe Photoshop Express  Adobe Photoshop Fix  Adobe Photoshop Mix
どこにいて簡単に写真を編集、共有 画像のゆがみや明るさを簡単に修正 切り抜きや合成で画像を簡単に編集

Mac Win

Creative Cloud の進化を支えるAI技術、Adobe Sensei

Adobe Senseiとは、人工知能とマシンラーニング（機械学習）を統合したAI活用の
ための技術基盤です。Adobe Senseiは、Creative Cloudのあらゆる製品やサービ
スに組み込まれ、クリエイティブワークフローの自動化や高速化を実現しています。
例えば、アセットの検索、画像の選択や合成、ビデオのリフレームや不要なオブジェ
クトの削除など、これまで手間のかかっていた作業をAdobe Senseiに任せることで、
制作チームはより創造性の高い作業に専念することができます。

サービス ライブラリ
フォントサービス
ソーシャルサービス
クラウドストレージ

写真
デザイン
Web・UI/UX
ビデオ

画像
カラー
ブラシ
文字スタイル

アプリ素 材
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Creative Cloud ライブラリは、クラウド上に用意された「素材置き場」
です。写真、グラフィック、ブラシ、カラーテーマ、文字スタイルなどの素
材をこのライブラリに保存しておくことで、様々なアプリからいつでも簡
単に利用できます。ライブラリは複数のアプリ間やデバイス間、チームメ
ンバー間で共有できるため、プロジェクト全体で一貫性のあるデザイン
を常に最新の状態で維持できます。

日本語フォントを含む18,000以上の高品質なフォントをCreative Cloud
アプリ内から検索およびアクティベートし、無制限に使用できます。

プロジェクトファイルの保存、共有およびプレビューが可能なクラウド
ストレージ。ファイルのバージョン履歴を管理することもできます。

主なサービス 主なモバイルアプリ

世界中のアーティストが制作したレンズを選択するだけで、Photoshopで
加工したようなユニークなスタイルの写真が撮れるカメラアプリです。

スマホで撮影した写真からカラーテーマ、ベクターシェイプ、ブラシ、パ
ターンなどの素材を簡単に作成し、他のアプリで活用できます

写真のレタッチや切り抜き、コラージュの作成、エフェクトの追加など、
画面をタップするだけで簡単に加工できる写真編集アプリです。

PhotoshopやIllustratorなどの画像を読み込んで、現実世界に重ね合わ
せたイマーシブなAR体験をプログラミングなしで作成、公開できます。

油彩画、水彩画、ファインアート、アニメなど、まるで本物の画材を扱うような感覚で、あらゆるタッチのイラストを1つのキャンバス内に自由に表現する
ことができます。無制限のレイヤー、クリッピングマスク、テキストレイヤーのサポートなど大幅に機能強化されています。

1,000種類を超えるピクセルブラシおよびベクターブラシを利用できます。革新的な
ライブブラシでは、絵の具の微妙な混ざり具合や自然な描き味を再現できます。

iPadに加え、iPhoneにも対応。作成した作品は自動的にクラウドに保存され、デスク
トップ版およびiPad版のPhotoshopからもシームレスにアクセスできます。

Illustratorでロゴを作成し、
ライブラリパネルに追加

他のメンバーが使用しているアプリのライブラリパネルにも、
ロゴが自動的に追加され、デザインに使用することができます

編集者 編集者編集者 編集者

Illustratorでロゴを変更し、
ライブラリに上書き保存

他のメンバーが使用しているロゴも自動的に更新されます

「WordおよびPowerPoint向けAdobe Creative Cloudアドイン」 
を使 用すると、WordとPowerPo int内のパネルからCreat ive 
Cloudライブラリに直接アクセスして、登録された素材を企画書や
プレゼン資料にすばやく追加できます。

モバイルからもデスクトップからも素材を自動共有

Creative Cloud ライブラリ

どこにいて簡単に写真を編集、共有

商用利用可能なフォントサービス

Adobe Fonts
ファイルの保存、共有、プレビュー

Creative Cloud ファイル

ロゴ作成者 ロゴ作成者

ロゴに変更が発生

● ワークフロー例：メンバー間でデザインパーツを共有、更新

●  WordとPowerPointからも 
Creative Cloudライブラリの利用が可能に

AR（拡張現実）体験を簡単に作成、公開

思い通りの写真を簡単に撮影、共有

あらゆる描画表現を実現する究極のスケッチ＆ペイントアプリ

撮影した写真からシェイプやブラシを作成
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デバイスを問わず複数の関係者とリアルタイムでドキュメントのレビューが行えるほか、PDFを直接編集したり、スキャンしたドキュメントからテキストを
抽出したり、PDFをWordやPowerPointの形式に書き出して再利用したりできます。

フルサイズのPSDファイルを開き、レイヤー、選択、マスク、ブラシな
どのツール を 使 用して、合成やレタッチなどの 編 集をおこなえます。
Photoshop iPad版から作品をライブストリームで公開することも可能です。

● Photoshop iPad版

ブラシ、スウォッチ、グラデーション、スタイル、パターン、シェイプの各
パネルに検索機能が追加され、それぞれ使用したいプリセットをすばや
く見つけることができるようになりました。

● プリセットの検索

写真の中の空を、別の写真の空にすばやく置き換えることができます。サ
ンプル写真から選択することも、新しい写真を読み込むことも可能。置き
換え後は、新しい空に合わせて前景のカラーも自動的に調整されます。

● 空を置き換え

Photoshop デストップ版またはiPad版で作業中のファイルをクラウド
に自動保存し、どこからもでも最新の状態で作業を再開できます。バー
ジョン履歴管理やオフラインでの使用も可能になりました。

● クラウドドキュメント

● アプリ内学習ツール

新しい検索パネルで、Photoshopの新しいツール、チュートリアル、ク
イックアクションなどを見つけて、プロジェクトに直接適用することがで
きます。コミュニティからインスピレーションを得ることも可能です。

● ニューラルフィルター

Adobe Senseiの先進的なAI機能を搭載。シンプルなスライダーの操作
で、人物の表情、年齢、顔の向きなどを変更したり、肌を滑らかにしたり、
シーンをカラーにしたり、芸術的なスタイルを適用することもできます。

テキストをフレームの垂直方向（上、中間、下）に整列させたり、オブジェ
クトを視覚的なグリフの境界に正確に揃えたり、フォントの高さを基準に
フォントサイズを設定することができます。

● 強化された文字機能
ペンツール、シェイプ 形成ツール、グラデーションなどの 基 本 的な
Illustratorの機能を備えているだけでなく、Apple Pencilとタッチによ
る新しい方法で精度の高いベクターグラフィックを作成できます。

● Illustrator iPad版

パフォーマンスが向上し、作業がより迅速におこなえます。作業中のファ
イルはクラウドドキュメントとして自動保存され、オフラインであっても
どこからでも利用できます。バージョン履歴の管理も可能です。

● パフォーマンスと使いやすさが向上

Adobe SenseiのAI機能により、カラーバリーションの作成がさらに簡
単になりました。既存のアートワークまたは画像からカラーパレットを自
動抽出し、現在のアートワークにすばやく再配色できます。

● オブジェクトの再配色

デスクトップでもモバイルでも、PDF内のテキストを打ち換えたり、画像を追加・削除
するといった編集が可能。作成元のファイルに戻る必要はありません。

Office形式のファイルをPDFに変換してチームやクライアントと効率的に共有したり、
逆にPDFをOffice形式に書き出して再利用することも可能です。

デスクトップおよびiPad向けの画像編集・合成ツールの決定版 あらゆるメディアに向けた美しいベクターアートやイラストを作成

PDFの作成、編集、注釈、署名をどのデバイスからでもサブスクリプション版

主なデスクトップアプリ
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別の編集モードに切り替えることなく、ライブビュー内でテキストや画像
のプロパティを編集したり、ワンクリックでクラスを直接追加することが
できます。編集内容はすぐにプレビューに反映されます。

ゲーム、TV番組、Web向けのインタラクティブなアニメーションを制作
し、ビデオ、アニメーションGIF、HTML5 Canvas 形式にすばやくパブ
リッシュしたり、TwitterやYouTubeなどで共有したりできます。

特定のクリップまたはシーケンス全体に対して、Adobe Senseiがフレー
ム内の被写体の位置や動きを分析・調整しながら、ビデオのアスペクト
⽐を16:9、正方形、縦型などに自動的に変更します。

Adobe Sensei搭載の「シーン編集検出」機能により、Premiere Proに
フッテージを取り込んだ際に元の編集ポイントが自動的に検出され、各
編集ポイントにカットまたはマーカーが自動的に追加されます。

● オートリフレーム ● シーン編集検出

マルチデバイス対応の動画編集アプリがさらに進化しました。プッシュ、
スライド、ワイプの3つの新しいトランジション、パンとズームエフェクト、
数百種類のオーディオ素材などをビデオに追加できます。

新機能「ロトブラシ 2」は、映像内のオブジェクトを大まかに囲むだけで、
背景から自動的に分離します。1フレームずつオブジェクトを選択してト
ラックするため、より正確なロトスコーピングが可能です。

InDesignからすばやくデザインのレビューを開始できます。関係者はブ
ラウザーでドキュメントを表示し、テキストのハイライト、挿入、打ち消し
線などのツールを使用して注釈を追加できます。

PhotoshopやIllustratorの2D画像をDimensionで簡単に3Dと合成
し、リアルでインタラクティブな3Dコンテンツを作成できます。Adobe 
AeroでのARオーサリング用にコンテンツを書き出すことも可能です。

Lightroomの「見つける」フィード機能でお気に入りのフォトグラファー
をフォローしたり、その作品からテクニックを学んだり、編集内容をプリ
セットとしてLightroomに保存したりできます。

シャドウ、中間調、ハイライトの高度なカラーコントロールを同時に提
供する強力なカラーグレーディングツールを搭載。グローバルコント
ロールを使用して、画像の全体的なカラーを調整することもできます。

デザインの表現を広げる「3D変形」機能を搭載。直感的なツールを使用
して空間内のオブジェクトを移動または回転したり、奥行きを追加したり、
遠近法を活用したりして、魅力的な3D体験を作成できます。

● 3D変形

複数のデザイナーが1つのXDクラウドドキュメントを共有し、同時にデ
ザインや更新を行えるため、作業の重複や競合を避けることができます。
作業中は、誰がどの部分で作業しているかを確認できます。

● リアルタイム共同編集

高品質なレイアウトとページデザインのためのツール 2Dと3Dを合成してリアルな画像を作成

WebサイトやモバイルアプリのUIデザインからプロトタイプの作成、共有まで あらゆるデバイス向けの映像・動画を自在に編集

様々なデバイスに向けたWebサイトを効率的に制作 インタラクティブアニメーションの制作環境

写真の閲覧、整理、編集、共有をマルチデバイスで きめ細かい写真の編集や確認をデスクトップで集中的に

高品質な動画の編集や公開をマルチデバイスで簡単に モーショングラフィックスとVFXの業界標準ツール

主なデスクトップアプリ



10 11

2億点を超えるロイヤリティフリー素材を、Creative Cloudですぐに活用

Adobe Stockは、Creative Cloudとネイティブで連携する唯一のストックフォトサー
ビスです。写真、イラスト、ビデオ、オーディオ、３Dやテンプレートなど、2億点を超え
る高品質なロイヤリティフリー素材に、PhotoshopやIllustratorなどのアプリから直
接アクセスして、検索や試用、購入が可能です。商用利用*も可能なので、印刷物や
Webページ、映像コンテンツなどのプロジェクトですぐに活用できます。

* 商用利用はAdobe Stockの利用条件に基づく範囲になります。利用許諾の詳細は右記をご参照ください。https://stock.adobe.com/jp/license-terms

進化し続けるAdobe Stock

Creative Cloudとの連携で効率アップ
Photoshopなどのアプリ内から直接画像を検索、購入できます。また、透
かし入りのプレビュー画像でおこなった編集作業は、ライセンス取得後に
自動的に高解像度画像に差し変わるため、再編集の必要はありません。

オーディオ素材を追加
世界中のアーティスト達による高品質なロイヤリティフリーのオーディ
オ素材を、SNS、Webサイト、デジタル広告、プレゼンテーションなど複
数のビデオプロジェクトで何度でも必要なだけご利用いただけます。

AIによるスマートな検索
手持ちの画像から似た画像を探せる「ビジュアルサーチ」、被写界深度や
人物、カラー、コピースペースで検索条件を絞り込めるフィルターなど、
Adobe SenseiのAI技術を活用した高度な検索機能を搭載しています。

PowerPointとも連携
Microsof t PowerPoint向けのAdobe Stockアドイン（無償）により、
PowerPoint内で直接Adobe Stockの画像を検索、配置、購入することが
可能。プレゼン資料や企画書の作成にも効率よく活用できます。

法人向けAdobe Stockの主なメリット

Adobe Stockのコントリビューター（投稿者）になることで、自身で撮影および作成した作品
をAdobe Stockを通じて販売することができます。
詳しくはこちら ▼  https://contributor.stock.adobe.com/jp/

Adobe Stock コントリビュータープログラム

Adobe Stockの購入プラン

● Adobe Stockのライセンスについて

様々なニーズや利用頻度に合ったプランをご用意していますので、最適なプランをお選びください。

Adobe Stockのアセットには、通常ライセンスや強化ライセンスなどが付与されています。利用範囲を確認して適切なライセンスを選んでご購入ください。

ユーザー数は無制限

追加料金なしで、1つのAdobe Stockサブスク
リプションプランを企業・組織の全員で利用
できます。

企業向けのライセンス

ライセンス取得した素材は企業に帰属し、グ
ループメンバーが変わってもいつでもご利用
いただけます。

Admin Consoleで、購入した素材、購入者、
グループ全体のライセンスの残数などが一目
でわかります。

ライセンス取得履歴

（別売り）
※表示価格は参考価格（税抜）です

*1 VIPの契約応当日に影響されません。　*2 サブスクリプションプランを併用の場合は、通常画像をご利用の際にサブスクリプションから優先的に消費されます。

サブスクリプション — 年間プラン（月々払い）
毎月決まったライセンス数が付与されます。通常画像（写真、イラスト、ベクター素材など）、オーディオ、テンプレート、3Dコンテンツ、をご利用いただけます。

通常画像  10点/月

41,760円/年（3,480円/月）
1枚当たり348円

通常画像 40点/月

113,760円/年（9,480円/月）
1枚当たり237円

通常画像 750点/月

299,760円/年（24,980円/月）
1枚当たり34円

● 追加の通常画像を348円で購入可能
● 通常画像120点まで繰り越し可能

● 追加の通常画像を237円で購入可能
● 通常画像480点まで繰り越し可能

● 追加の通常画像を180円で購入可能

クレジットパック（企業および教育機関向け）サブスクリプションではなく、購入日*1から12ヶ月後までにクレジットを消費していただくタイプです。

Adobe Stock専用の通貨のようなもので、通常画像（拡張ライセンス）やプレミアムコレクション、ビデオなどを各クレジット数に応じてダウンロードいた
だけます。必要な時に必要なアセットをご利用いただけ、まとめて購入することで割引率もアップします。

5クレジット 5,900円 16クレジット 16,000円 40クレジット 36,000円
● 通常画像（通常ライセンス）5点*2

● プレミアムコレクション 1点   ● 通常オーディオライセンス 5点
● 通常画像（拡張ライセンス）2点
● プレミアムコレクション 3点　● HDビデオ 2点

● 通常画像（拡張ライセンス）5点
● プレミアムコレクション 8点　● HDビデオ 5点

80クレジット  68,000円 150クレジット 120,000円 500クレジット  400,000円
● 通常画像（拡張ライセンス）10点
● プレミアムコレクション 16点　● HDビデオ 10点

● 通常画像（拡張ライセンス）18点
● プレミアムコレクション 30点　● HDビデオ 18点

● 通常画像（拡張ライセンス）62点
● プレミアムコレクション 100点　● HDビデオ 62点

※クレジット数に対してのアセットの点数は目安となり、適用されないアセットもございます。また、プレミアムコレクションは最安値・Sサイズ（5クレジット）のものを目安としています。

契約応当日 契約応当日 契約応当日

契約応当日までの12ヶ月分

サブスクリプション
追加時点から、契約応当日までの残り月数分

クレジットパック
契約応当日に関係なく、購入日から12ヶ月の間に、購入したクレジットを消費

契約更新

サブスクリプションプラン
とクレジットパックを同時
にご利用いただくことも可
能です

Adobe Stockのオーディオ素材は、視聴者数、閲覧数およびインプレッション数に制限を設けていません。プロジェクトや用途により、オーディオ通常ライセンス
かオーディオ拡張ライセンスを選択いただきます。但し、映像やナレーションなどと合わせてご利用いただく必要があり、ファイル単体での配布はできません。また、
新しい楽曲を作成する目的でのリミックスやその他の加工は許可されません。

*「エディトリアル専用」と記されたアセットは、ニュース・報道向けの利用に限定されており、広告にはご利用いただけません。

● オーディオについて

通常ライセンス 強化ライセンス 拡張ライセンス

素材の露出に関して
（印刷数やデジタルサイネージ表示、TV番組内利用時）

50万部、
50万視聴数まで 無制限

WebやSNSでの閲覧回数 無制限

主な使用用途 印刷物、プレゼンテーション、Webサイト、SNS、放送など

通常ライセンスおよび、強化ライセンスの使用用途に加え、
画像が製品の重要な部分である場合の派生製品

（絵葉書/ラッピングペーパー/Tシャツ/マグカップ/ポスター等）/
テンプレート（Web・電子メール）/プレスリリース/アプリ等

利用可能なアセット
通常画像

（写真、イラスト、
ベクター素材など）

通常画像、ビデオ（HD/4K）、
プレミアムコレクション、

エディトリアル*

通常画像
（写真、イラスト、ベクター素材など）

購入方法 サブスクリプション
プラン

クレジットパックまたは
個別オンデマンド購入

クレジットパックまたは
個別オンデマンド購入

通常ライセンス 拡張ライセンス

オーディオの利用範囲 SNS、Webサイト、デジタル広告、企業プレゼンテーション 映画、放送、SVOD、ゲーム、店頭
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Creat ive Cloudグループ版は、アドビ製品取扱の販売店を通じてVIPメンバーシップにご加入のうえ、ご購入いただけます。VIPメンバーシップ加
入後は、Admin Consoleで必要な数のライセンスを追加し、メンバーに割り当てればすぐに利用を開始できます。注文から納品までのタイムラグ
はありません。

プランと価格

通 常 価 格

Creative Cloudグループ版 コンプリートプラン 年間 95,760円（月額換算7,980円）

Creative Cloudグループ版 単体プラン 年間45,360円（月額換算3,780円）

Creative Cloudエンタープライズ版 コンプリートプラン 年間133,960円（月額換算11,080円）

Creative Cloudエンタープライズ版 単体プラン 年間58,560円（月額換算：4,880円）

▼ 低い初期費用で、予算管理も容易

▼ 使いたい時に、すぐに使用を開始

STEP 3STEP 2

VIP

STEP 1 STEP 5

販売店

注文

STEP 4
販売店からVIPメンバーシップ
加入のご案内メールが届きます

メールに記載されたサイトにア
クセスし、VIPの契約内容に同
意します

Admin Consoleで必要数分の
ライセンスを追加します

メンバーにライセンスを割り当
てます。この時点で使用を開始
できます

販売店へ自動的に注文が届き、
後日お支払いいただきます

販売店
× 5本

この時点から使用できます！

電話、チャット、フォーラムでのテクニカルサポートに加え、グループ版はコンプリートプラン 1ライセンスにつき年間2回、エンター
プライズ版は単体プランを含め回数無制限のエキスパートサービスがご利用いただけます。アドビ製品のエキスパートによる1対1
の個別サポートで、製品の操作やワークフローに関する問題を解決できます。

※通常サポート窓口への各製品に関するお問い合わせは営業時間内であれば無制限でご利用いただけます。

▼ より充実したサポートで問題を解決

年間契約プランのため、年間の予算が立てやすく、初期費用を低く抑えることができます。PC1台あたり年間95,760円（月額換算7,980円）*1となり、経費と
しての計上も可能です。アップグレードなどの追加費用も不要です。さらに、導入本数に応じたボリュームディスカウント*2もご利用いただけます。

*1   価格は、Creative Cloudグループ版 コンプリートプランのAdobe.com（アドビのオンラインストア）の税別価格です。アドビの販売店からご購入される場合の価格は、各販売店にお問い
合わせください。

*2 ボリュームディスカウントについては14ページをご参照ください。

※ETLA契約の場合は個別に見積いたします。（詳細はお問い合わせください）

法人企業向け購入プログラム「VIP」
Creative Cloudグループ版およびエンタープライズ版は、企業やグループでのご利
用を対象とした購買プログラム「VIP（アドビバリューインセンティブプラン）」から
提供されます。Creative Cloudが提供するすべての機能に加え、ライセンス管理を容
易にするAdmin Consoleや、カスタマイズ可能なデプロイメントツール、エキスパー
トによるトレーニングやサポートなど、法人利用に適したサービスが揃っています。

Creative Cloudが提供するすべてのアプリとサービスがご利用いただけるコンプリートプランと、単一のアプリのみを選択できる単体プランをご用意。
コンプリートプランと単体プランを個別に購入しても、1つのコンソールで一元管理できます。

▼ ニーズに合わせて選べるプラン

※Acrobat Pro/Standard DCは、アドビバリューインセンティブプラン（VIP）にてサブスクリプション版単体製品の提供があります。（StandardはWindowsのみ）

グループ版 単体プラン 対象製品一覧

 Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Dreamweaver Adobe Animate

Adobe Premiere Pro Adobe After Effects Adobe Audition Adobe InCopy Adobe XD

Adobe Dimension Adobe Premiere Rush Adobe Photoshop Lightroom Adobe Spark

VIP（アドビバリューインセンティブプラン）は、法人向けのサブスクリプション型ライセンスを提供する購買プログラムです。Creative 
Cloudグループ版は、VIPメンバーシップにご加入のうえ、購入いただけます。個人版にはない様々な特典が提供され、アドビ製品の導入、
運用、管理を簡単かつ効率的に行うことができます。

VIPとは

13ヶ月から最長36ヶ月まで、初回購入時にご希望の導入期間および契約応当日（更新日）をお決めいただき、一括前払いでご購入いただけます*。途中で
ライセンスを追加したい場合でも、初回購入時に設定した契約応当日までの残り期間分をご購入いただけます。

*  契約応当日（更新日）の設定は、予めお決めいただき、販売店に
お知らせください。

※ 官公庁向けライセンスは最長48ヶ月、教育期間向けライセンス
は最長60ヶ月の一括購入が可能です。いずれも、20ライセンス
かつ24ヶ月以上の導入規模がある場合、最大2ヶ月の無償セッ
トアップ期間の設定が可能です。

▼ 予算サイクルに合わせて、複数年契約が可能（延長サブスクリプション） ボリュームディスカウントについては16ページを参照ください。

Creative Cloudグループ版は、ライセンスが個々のユーザーではなく会社に紐付いているので、業務や組織の変化に応じて利用者をいつでも自由に変更
できます。Webベースの管理ツール（Admin Console）からライセンスの追加、割り当て、付け替えなどを簡単に行えるほか、購入履歴や利用状況を常に
把握できるため、コンプライアンスを担保できます。

ライセンスが個人に紐付いているため、メンバーの一人が退職した場合、そのライセンスは
会社の資産として残らず、メンバーが入れ替わるたびにライセンスの購入が必要です。

ライセンスが会社に紐付いているため、メンバーの一人が退職した場合、そのライセンスを別
のメンバーに割り当てることが可能です。

▼ 柔軟かつ容易なライセンス管理

メンバー
1人が退職

新メンバー
が入社

新メンバーにライセンスを割当て

グループ版  5ライセンスの場合

メンバー
1人が退職

新メンバー
が入社

ライセンスの譲渡や変更不可（買い直し）

個人版  5ライセンスの場合

Creative Cloudを組織内で一元的に展開
個々のユーザーがアプリを自由にダウンロードして使用できるほか、Creative Cloud 
Packagerを使用して、管理者が必要なアプリのみをパッケージ化し、ユーザーのコン
ピューターにデプロイすることが可能です。

▼ Creative Cloud Packagerについて 
http://helpx.adobe.com/jp/creative-cloud/packager.html

購入例 

追加購入（28 ヶ月）

追加購入（14 ヶ月）

初回購入したライセンスも、追加購入したライセンスも、すべて同じ契約応当日（更新日）となります。

一括購入（36 ヶ月）

購入日
契約

応当日
（更新日）

12 ヶ月 24 ヶ月 36 ヶ月
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Creative Cloud
アセット マルチテナント（パブリッククラウド）

暗号化

HTTPS /SSL接続

画像 カラーファイル ブラシ フォント グラフィック

Ag

Creative Cloudエンタープライズ版
Creative Cloudエンタープライズ版は、中～大規模の組織や部門でのご利用に最適な
ライセンスプランです。エンタープライズレベルの強固なセキュリティ、専用ツールによる
ライセンスの一元管理とデプロイメント、スペシャリストによる充実したサポート、そして、
他社クラウドサービスとのログイン認証環境統合に対応するシングルサインオンも、エン
タープライズ版ならではのメリットです。

▼ エンタープライズレベルの専用サポート

電話、チャット、フォーラムによる通常のテクニカルサポートに加え、エンタープライズ版では、導入計画やライセンス管理、デプロイメントを支援する専
用のエンタープライズサポートとエキスパートサービスを提供します。エキスパートサービスとは、アドビのエキスパートによるサポートセッション（内容
はメニューから選択）を回数に制限なく利用できるサービスです。

※ETLA契約では、通常サポートに関してはAdmin Consoleからお問い合わせいただけます。

▼ 効率的なライセンス管理とデプロイメント

企業の管理者は、エンタープライズ版Admin Consoleを使用して、ユーザーとラ
イセンスを一元管理することができます。ライセンスの追加、割り当て、付け替えな
どを簡単に行えるだけでなく、購入履歴や利用状況を常に把握できるため、コン
プライアンスを担保できます。また、アプリをユーザーが各自ダウンロードして使
用することも、管理者が様々なOSや言語のアプリをパッケージ化し、企業全体ま
たはグループ毎に一括してデプロイすることも可能です。

▼ 管理者の階層化

エンタープライズ版では、製品のアクセス権を詳細に管理できる柔軟な管理階層を定義できます。最上位に位置するシステム管理者は、全体的なコント
ロールを保持しながら、他の管理者に管理を委任することができます。そのため、自分の所属する部門だけのユーザー管理を行うユーザーグループ管理
者を設定するなど、管理負荷を分散させることが可能になります。

製品プロファイル管理者
● 担当製品プロファイルへの

ユーザー／グループの追加・削除

製品管理者
● 担当製品に製品プロファイルを作成し、

ユーザー／グループを追加・削除

ユーザーグループ管理者
● 担当ユーザーグループへの

ユーザーの追加・削除

デプロイメント管理者
● ソフトウェアパッケージの

作成、管理、デプロイ

サポート管理者
● エンタープライズサポート

へのアクセス

システム管理者　● Admin Consoleすべての管理タスクの実行　● 各管理者の委任

Creative Cloud エンタープライズ版について詳しい情報は ▶ www.adobe.com/go/cce_jp

Creative Cloudエンタープライズ版では、アドビが提供す
るマルチテナント環境においても、ストレージ内のすべて
のクリエイティブアセットを専用暗号化キーで暗号化し、
安全に管理、共有することができます。

また、企業のニーズに応じてID認証方式を選択することが
可能。Adobe ID、Enterprise IDに加え、Federated ID/
SSO（シングルサインオン）を使用することで、IPの保護を
強化できます。

▼ 強固なセキュリティによりコンテンツを安全に保護

●  企業向けIDの利用

IDタイプの比較 Adobe ID（アドビ ID） Enterprise ID（エンタープライズ ID） Federated ID（フェデレーテッド ID）

用途 個人向け 企業向け SSOを利用している企業向け

認証システム アドビが提供 アドビが提供 組織のIdentity Provider（IdP）を利用
（SAML 2.0を利用したフェデレーション）

ユーザーIDの保存先 Admin Console Admin Console 組織のディレクトリとAdmin Console

パスワードの保存先 アドビ アドビ 組織のディレクトリ

IDの所属先 個人 組織（会社、学校、団体など） 組織（会社、学校、団体など）

多要素認証 二重認証 二重認証 IdPにより実現

ログインの制限 × × IdPにより実現

ストレージの暗号化キー 標準 専用 専用

管理者によるIDの削除 × ○ ○

クレジットカードの登録 ○ × ×

メールドメインの限定 × ○ ○

ログファイル × ○ ○ *詳細なログの取得はIdPにより実現可能

企業が認証をホスト

Adobe ID Enterprise ID Federated ID

エンドユーザー個人が作成／所有／管 理
するIDです。認証はアドビが行い、アカウ
ントの管理は完全にエンドユーザー自身が
行います。

お客様の組織で作成／所有／管理するIDで
す。Enterpr ise IDのホストと認証はアドビ
が 行いますが、このIDを保 持するのはお客
様の組織です。

お客様の組織で作成／所有／管理するIDです。認証はお客様の
組 織がフェデレーションを通じて直接行います。資格情報は組
織が管理し、SAML 2 IDプロバイダーを使用してシングルサイン
オン（SSO）を処理します。

個人が管理

アドビが認証をホスト

企業が管理

▼ VIPまたはETLAで、企業のニーズに対応

VIPは、12ヶ月から最長36ヶ月まで、企業のニーズに合わせて契約期間を選択できるサブスクリプションライセンス契約です。初回購入時にご希望の導入
期間および契約応当日（更新日）を設定いただき、一括前払いでご購入いただけます。途中でライセンスを追加しても、初回に設定した契約応当日までの
残り期間分をお支払いただき、すべてのライセンスを同じ契約応当日に揃えることができます。

●  VIP − ニーズが変化するグループや組織に

ETLA契約の導入例 ● 利用数増加分は翌年の応当日にお支払いいただきます

初回ご契約金額（年額） 初回ご契約金額（年額）

ご契約時
初回1年目お支払

2019/X/X

契約開始時
のライセンス

２年目開始時
2年目お支払

2020/X/X

追加6ヶ月分お支払
3年目開始時

3年目（補正後）+ 
追加6ヶ月分お支払

2021/X/X

契約終了時

2022/X/X

追加ライセンス分の費用

▼追加ライセンス

▼追加ライセンス

12ヶ月分追加費用

追加ライセンス分の費用

初回ご契約金額（年額）

初回5本購入
レベル 1 価格

ETLAは、大規模な組織に最適な3年間のアドビ包括ライセンス契約です。年単位の支払いであるため予算が立てやすく、組織の規模の拡大に応じてライ
センスを追加し、年1回の契約応当日（更新日）に補正することができます。ETLAは、導入する製品や契約内容を企業のニーズに合わせてカスタマイズす
ることが可能。また、Adobe StockやDocument Cloudなどアドビのあらゆるソリューションを1つの契約に含めることができます。

●  ETLA − 安定した組織や成長中の組織に
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追加購入 50本  レベル 13 価格

追加購入 35本  レベル 12 価格

追加購入 35本  レベル 2 価格

初回購入 15本
レベル 2 価格

初回購入 15本
レベル 2 価格

計15本

計15本

計50本

計50本

2019年4月 2020年4月 2021年4月

初回購入

1年毎の
購入

1年毎の
購入

ルックバック実施日 ルックバック実施日契約応当日 契約応当日

50本を越えても、
ディスカウントは
最大3年間、3年
契約を行った時
のレベルを維持

初回購入 50本
レベル 13 価格

計50本 計100本3年契約

3年契約

新たなディスカウント
レベルで更新

一括購入と同時にVIPセレクト3年契約に申し込む
には、50ライセンス以上（レベル3）が必要

セレクトステータス適用メールより
3年契約を申し込む

100本を越えても、
ディスカウントは
3年間、初回の
レベルを維持

契約更新

計15本

契約更新

計50本

契約更新

計100本

レベル 12 価格

契約更新

計50本

レベル 12 価格

契約更新

計15本

レベル 2 価格

契約更新

計50本

レベル 3 価格

レベル 13 価格 レベル 13 価格

*   一括購入と同時にVIPセレクト3年契約に申し込むには、50ライセンス以上（レベル3）が必要です。 10～49ライセンス（レベル2）の場合は、セレクトステータス適用メールを受け取って以降の
ご契約・適用となります。 また、延長サブスクリプションとの併用はできません。

サブスクリプション費用はどのように支払いたいですか？

1年毎に支払いたい 複数年をまとめて支払いたい

1年毎に変わる可能性がある

VIPセレクトで
1年毎の購入がオススメ！

VIPセレクトで
3年契約*がオススメ！

複数年の一括前払いがオススメ！
（延長サブスクリプション）

今のメンバー数に変更予定はない

ライセンスの使用者数は固定されていますか？ ●   最適なサブスクリプション期間を設定できる
●   購入時点のライセンス価格で複数年の 

 サブスクリプション料金の前払いが可能
●   予算サイクルに合わせて契約応当日 
（更新期日）を選択できる

●   予算消化の期限内にライセンスを購入し、 
数年にわたってライセンスを使用できる

●   10ライセンス以上でセレクトによる割引も適用される

10本、50本、100本以上でそれぞれディスカウントレベルを設定しておりますので、最大一年間、発注本数に応じたレベルのディスカ
ウントが適用されます。次回の更新までに追加購入予定がある場合は最初の発注ライセンス数に入れたほうがお得な場合があります。

契約応当日の32日前までの追加発注でディスカウントレベルが上がった場合、更新後の追加購入もそのディスカウントレベルが適用
されますのでお得です。更新期間中（契約応当日の前後30日＝約60日間）は、ディスカウントレベルがロックされます。
※3年契約をされた方は、更新期間中でもディスカウントレベルが即時適用されます。

新規発注のお客様

更新のお客様

対象製品

● Creative Cloudグループ版／エンタープライズ版 
コンプリートプラン・単体プラン* 

● Adobe Acrobat DCグループ版／エンタープライズ版 

● Creative Cloudグループ版とAdobe Stockのセットプラン 
● Technical Communication Suite

* Photoshop、Illustrator、InDesign、Dreamweaver、Animate、Premiere Rush、Premiere Pro、After Effects、InCopy、Audition、Adobe XD、Dimension、
Photoshop Lightroom、Adobe Spark

※お客様のご購入価格は販売店にお問い合わせください。 

メリット

割引率
大！

▼ VIPセレクトの選び方VIPセレクト
VIPセレクトは、10ライセンス以上を購入されるVIPメンバーのための特典です。ご注文数
に応じてディスカウントレベルが適用され割引価格が提供されます。

VIPを通じて合計10ライセンス以上をご購入いただくと、メンバーシップのステータスがVIPセレクトとなり、1回の注文数にかかわらず、すべての購入ライセンス
に対して同一のディスカウントレベルが適用されます。さらに合計50ライセンス以上、100ライセンス以上ご購入の場合は、より一層大きなディスカウントが適
用されます。更新時は、契約応当日の31日前の時点の合計ライセンス数に応じてディスカウントレベルが決定されますので、まとまったライセンスを継続して利
用する場合も大きなメリットです。

※購入価格は、販売店にお問い合わせください。  

VIPセレクトが付与されたお客様に送信される申請メールに承諾いただくことで、以降の購入からさらに大きな割引と、最大3年間のレベル固定が適用されるVIP
セレクトの特典の一つで、任意のオプション契約となります。お支払いは1年毎となり、延長サブスクリプションとの併用はできません。3年契約に承諾した時点
のライセンス数が最低保有本数として設定され、3年間はそのライセンス数を更新することを条件に、より一層高いレベルでのディスカウントが適用されます。一
括購入と同時にVIPセレクト3年契約に申し込むには、50ライセンス以上（レベル3）が必要です。10～49ライセンス（レベル2）の場合は、セレクトステータス適用
メールを受け取って以降のご契約・適用となります。

1  VIPセレクト適用 — 一括購入

一括での購入ライセンス数が新規のみ、または更新のみの合計で10ラ
イセンス以上となる場合、VIPセレクトの割引が自動的に適用されます。

2  更新時のVIPセレクト適用 — 年間の累計

契約応当日の31日前（ルックバック）のタイミングで、保有ライセンス
の合計が計算されます。ルックバックで確定した累計ライセンス数に
基づいてステータスがVIPセレクトになると、以降のご注文のディスカ
ウントレベルに反映され、自動的に割引が適用されます。

※ルックバック（遡及）は米国西海岸時間に基づいて適用します。
※  VIPセレクト3年契約の場合は設定された最低更新ライセンス数が更新されない場合、

ライセンスの注文は差し戻され、3年間の契約は無効となります。

VIPセレクトのディスカウントについて

▼ VIPディスカウントレベル表

※コンプリートプラン、単体プラン、Acrobat DC（Pro、Standard）、Creative Cloudグループ版とAdobe Stockのセットプラン
の合計ライセンス数になります。 ※Adobe Stock単体製品は、VIPセレクトの購入合計本数に加算されません。 ※VIPセレク
トのディスカウントレベルは、契約応当日の31日前の累計ライセンス数により、年次毎に見直されます。

※設定された最低更新ライセンス数が更新されない場合、ライセンスの注文は差し戻され、3年間の契約は無効となります。

ディスカウント
レベル

ご購入ライセンス数の
合計

ディスカウント
有無

メンバーシップ
ステータス

1年毎の
購入

4 100以上 ◯ ◯ VIPセレクト
3 50 – 99 ◯ ◯ VIPセレクト
2 10 – 49 ◯ ◯ VIPセレクト
1 1 – 9 × VIP

3年契約
14 100以上 ◯ ◯ VIPセレクト 年払い

13 50 – 99 ◯ ◯ VIPセレクト 年払い

12 10 – 49 ◯ ◯ VIPセレクト 年払い

ライセンス数
0 10 50 100

割
引
額

VIPセレクト
3年契約

VIPセレクト
1年毎の購入

ライセンス数が増えるほど
割引額がアップ！

契約応当日VIP加入日 ルックバック実施日

※レベル 2 適用 
 （①に該当）

※レベル 3 適用
 （②に該当）

初回5本購入 3ヶ月後
20本購入

更新期間開始日

30日

31日

計５本
計 25 本

計 55 本

レベル 1 価格

契約応当日の3 1日前にルック
バックを実施し、合計購入ライセ
ンス数が50ライセンス以上ある
ことを確認します。

契約応当日の30日前に、更新期間が開始しま
す。この日以降、更新を含むすべてのご注文
にVIPセレクトが適用されます。お客様には本
ご案内のメールが届きます。

レベル 2 
価格

8ヶ月後
30本購入

▼ ディスカウントレベル

▼ VIPセレクト3年契約

▼ VIPセレクトの適用方法 ● VIPセレクトは以下いずれかの方法で適用されます

3年契約が追加されました

詳しい情報はこちら  http://www.adobe.com/jp/howtobuy/buying-programs/vip.html
 VIPご利用ガイドはこちら  https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cct-vip-guide.html#qa
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法人企業向け Creative Cloud プラン一覧法人企業向け Creative Cloud  導入事例

業界業種を問わず、「クリエイティビティ」を重要視する企業は増えており、今後の企業戦略の重要なスキルとして捉えています。
Creative Cloudを導入し、クリエイティブに対するリテラシーやコラボレーション能力を高め、様々なデバイスを自由に使い分けながら
高品質なクリエイティブを生み出している企業をご紹介します。

*1 企業向け：13～36ヶ月、官公庁向け：13～48ヶ月　*2 Photoshop Lightroom 単体プラン（ストレージ付き）の容量は1TB　
*3 アドビ製品エキスパートによる1対1のサポートセッション　*4 電話、チャット、フォーラムでのテクニカルサポート　
*5 導入時の説明会およびデプロイメント支援、システム管理者向けサポート、優先的なテクニカルサポート　

対象 Creative Cloud
グループ版

Creative Cloud
エンタープライズ版

導入規模 小中規模 中～大規模法人・
部門レベル

エンタープライズレベルの
機能を必要とする法人、
部門、および大規模組織

プラン コンプリート
プラン 単体プラン コンプリート

プラン 単体プラン コンプリート
プラン 単体プラン

導入形態 VIP、Adobe.com VIP ETLA

契約期間
1年または複数年*1 

の期間選択
（VIPのみ）

1年または複数年*1

の期間選択 3年

契約応当日の選択 ○
（VIPのみ）

○

応当日に対する費用：月次 応当日に対する費用：年次

最小ライセンス数 1ライセンス 1ライセンス 詳しくは営業にご確認ください

ライセンスの所有権 企業 企業

ボリュームディスカウント ○
（VIPのみ） ○ 100ライセンス以上対応

（詳しくは営業にご相談ください）

ライセンス管理 グループ版 Admin Console エンタープライズ版Admin Console

SSO（Single Sign On）での
ライセンス管理対応

ー ○
（Federated IDで管理する場合）

ID／データの所有 Adobe ID／ユーザー所有 Adobe ID／ユーザー所有、Enterprise ID／組織所有、
Federated ID（SSO=シングルサインオン対応）／組織所有

IT向けデプロメントツールの提供 ○ ○

デスクトップアプリケーション CCすべて 選択した
単体製品のみ CCすべて 選択した

単体製品のみ CCすべて 選択した
単体製品のみ

ストレージ容量 / 製品*2 100GB 100GB

Adobe Fonts
フォントライブラリ

○ ○

Creative Cloud ライブラリ
アセット管理・共有

○ ○

Adobe Stock
ストックフォトサービス

別売り 別売り 別売り／Adobe Stock付きプランあり

他のアドビソリューションとの連携 — Adobe Stock エンタープライズ版、
Adobe Experience Cloud、Adobe Document Cloud

エキスパートサービス*3 1ライセンス
につき年間2回 — 無制限

カスタマーサポート プレミアムサポート*4 エンタープライズサポート*5

Creative Cloud 導入事例について詳しい情報は ▶ www.adobe.com/go/cct_sc

▼ メディアエンターテイメント

電通アイソバー株式会社　　　  効 博報堂アイ・スタジオ　　　　    セ 株式会社KADOKAWA　　　　 管 グリー株式会社　　　　　　　 セ

従 来の2 倍 の制 作 量を8 割 程 度のリ
ソースで対応

セキュアな環境で、社内およびクライ
アントとの共同作業を効率化

9 社 合 併に伴いライセンス管 理を一
元化。統制上のリスクを軽減

セキュリティを担保しながら容易なラ
イセンス管理とサービス利用を実現

▼ 小売

株式会社 MonotaRO 　　　　  効 株式会社　　　　　　　　　   効
セブン＆アイ・クリエイトリンク 株式会社すかいらーく　　　　 コ 株式会社アーバンリサーチ　　  管

通販カタログのレビュー作業をPDFと
Acrobatで劇的に効率化

デザインオペレーションの内製化によ
り、迅速なテナント対応を実現

内製化により販促物の制作費を5分 
の1に削減。制作スピードも向上

ライセンス管理の効率化とストレスフ
リーな制作環境を実現

▼ 情報通信

株式会社メルカリ　　　　　　 コ 株式会社ビズリーチ　　　　　  効 UUUM株式会社　　　　　  　  効 株式会社大塚商会　　 　　　  コ

映像制作の内製化で、社内外への情報
発信とコミュニケーションを活性化

制作時間を1.5倍高速化。スピードが
求められる事業展開に対応

社外クリエイターとのスムーズなコラ
ボレーションを実現

動画を活用した製品紹介資料で、
新たな営業スタイルを実現

▼ 製造 ▼ 建設

株式会社 日立製作所　　　　  管 三菱電機エンジニアリング　　   効
株式会社 隈研吾建築都市設計事務所　   管 株式会社 日建設計　　　　　  効

コンプライアンスを強化しながら、戦
略的なクラウド活用を推進

全事業所でバージョンを統一し、ライ
センス管理と共同作業を効率化

パフォーマンス向上と機能強化によ
り、急増するプロジェクトに対応

統 一された環 境とフォーマットによ
り、制作効率と品質を向上

▼ その他

キリンビール株式会社（食料品）  効 日清食品ホールディングス　        効
株式会社（食料品） JapanTaxi株式会社（旅行&観光） 効

株式会社エイチ・アイ・エス　　 セ
（サービス）

豊富なストック素材を活用し、制作ス
ピードとクオリティを向上

社外デザイナーとのスムーズなファイル
共有で、50%時短を実現

動画内製化により、制作スピードが
従来より20倍以上アップ

高品質な写真やフォントのサービスを、
きわめてセキュアな環境で利用

株式会社サンリオ／株式会社ハウフルス／株式会社アドピア／株式会社ウエスト／株式会社スタジオコロリド／株式会社360channel／
株式会社 河北新報社／株式会社ジャパンベンチャーリサーチ／株式会社NewsPicks Studio／旭化成株式会社／株式会社光岡自動車／
株式会社テス／株式会社Quick／株式会社セカンドファクトリー／株式会社 Crazy ／株式会社XPJP／株式会社はてな

他にも多数の
企業に導入
いただいております

効  効率化  コ  コスト削減  管  管理改善  セ  セキュリティ強化


