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教育機関向けCreative Cloudに関するお問い合わせは

https://www.adobe.com/jp/education.html

GIGA スクール端末での表現・制作

教育機関 導入事例

クリエイティブな学びに
教育機関向け | 無料

す で に日 本 の 大 学 で も 、従 来 の 芸 術 系 学 部 学 科 にとど まらず、専 攻 を 問 わず すべ ての 学 生 に

Creative Cloudを活用してデジタルリテラシーを学ぶ機会を提供する例が増えています。また小中
高校でも、アクティブラーニングや情報科でのCreative Cloudの活用が急速に進んでいます。

▼ 高等学校
すべての GIGA スクールモデルで使えます

魅 力的なプレゼンテーションが 楽しく、簡単に作 れるクリエイティブツール。 

N高等学校

G I G Aスクールモデルで一人ひとりの創造 性を伸ばし、あらゆる教 科での 
わかりやすく伝える力・豊かな表現 力を育む活動におすすめです。
ポスターなど
写真を使った作品制作に

Chromebook

校内外に共有したい
Webページ制作に

Windows PC

iPad

写真・動画の
スライドショー制作に

品川女子学院

小中高校ユーザー指定ライセンスで多様なクリ
エイティブツールの学習を支援

文章や写真、動画を組み合わせて、コーディン

写 真や 動 画 だけ でなく、ナレーションな

リティの高い表現制作が楽しく行えます。

ます。調べ学習のまとめやレポートに最適。

ストーリーとして制作できます。

自己紹介や学校行事のポスターなど、クオ

グ不要で共有・公開できるWebページが作れ

ど音声も直感的に組み合わせられ、1本の

簡単に・楽しく・安全に。G I G A スクール端 末での創 造 的な学びにすぐお 役 立ていただけます。
Google・Azure ADと

楽しく・簡単に・

作 品の共 有も

すぐ使える

学びに役 立つ

もちろん安 全に

連 携して同じI Dで

クオリティ高く創 造 的な

簡単

教育機関向けAdobe Sparkは無料! 今すぐお申し込みいただけます。

に写真を編集・加工できます。

バイス対応の動画編集ツール。

プ。使いやすい操作で初めてでも簡単
※ユーザー指定ライセンスのみ

1ユーザーあたり
約

2

500円
（年額）

から*

そのまま簡単に編集できる。マルチデ

Creative Cloud 小中高校向けライセンスプラン

LightroomやPremiere Rushのほか、20以上のクリエイティブツールが全て揃うサブスクリプション（期間契約型）
ライセンス制度です。1ユーザーあたり年間約500円*からご利用いただけます。
*価 格は教育委員会 / 小中高校 ユーザー指定ライセンスのメーカー参考価格（税込）です。
詳しくは販売店にお問い合わせください。

オンライン授業へのスムーズな移行を可能にし
たCreative Cloud「学生オプション」契約

阿佐ヶ谷美術専門学校

学生オプションの導入で、いつでもどこでもクリ
エイティブに制作できる環境に

▼ デジタルクリエイティブ基 礎 講 座事例

https://bit.ly/giga-sp

Premiere Rush
スマホのタブレットで撮影した動画を

宝塚大学

学生用ライセンスパックでコストを大きく軽減、
オンライン授業への切り替えもスムーズに

詳しくは P 19 へ

デジタルクリエイティブ基礎講座オンライン版ができました。

など詳しくは

https://bit.ly/Sp-rg

より伝わる写真で表現力をレベルアッ

社会で活躍する人材育成をめざし、クリエイティ
ブツールを活用した情報教育を実践

Sparkの使い方・制作事例

Creative Cloudで制作、創造的な学びをさらにレベルアップ
Lightroom

社会のスタンダードのクリエイティブツールで社
会とつながる教育を実現

▼ 大学・専門学校

東京電機大学

写真の取り込みや配置も簡単、新 年度の

東京都立新宿山吹高校

小中高校向けライセンスプランについて詳しくはこちら www.adobe.com/go/k12j

筑波大学

千葉大学

全学共通の一般教養科目としてデジタルクリエ
イティブ基礎講座を開講

他にも多数の事例掲載中！

環 境マネジメントの実務教育にクリエイティブ
ツールを最大活用

北海道大学大学院

リベラルアーツ教育による高度専門職業人の育
成の取り組み

マークのある事例は動画でご覧いただけます。 https://adobe.ly/2ERn2lM

Creative Cloud全学導入（包括契約）校
▼ 国立大学

秋田公立美術大学
諏訪東京理科大学

宇都宮大学

千葉大学

岡山県立大学

筑波大学

北海道大学 山形大学 横浜国立大学

▼ 私立大学

金沢大学

公立はこだて未来大学

愛知淑徳大学

静岡産業大学

学校法人静岡理工科大学・専門学校グループ（静岡産業技術専門学校

関東学院大学

跡見学園女子大学

九州産業大学

大阪工業大学

京都美術工芸大学

専門学校浜松デザインカレッジ）実践女子大学

芝浦工業大学

帝京平成大学

東京都市大学

女子美術大学

杉野服飾大学

東京工芸大学

学校法人広島国際学院
目白大学

横浜美術大学

椙山女学園大学

東京造形大学

福岡工業大学
龍谷大学

大同大学

文教大学

※2019年4月時点。包括契約校の一部掲載（50音順）。

札幌市立大学

滋賀県立大学

東京工業大学 富山大学 長岡造形大学 北陸先端科学技術大学院大学

愛知工業大学

学校法人関西学院

愛知大学

尾道市立大学

電気通信大学

大阪電気通信大学

慶應義塾大学

尚美学園大学

宝塚大学

文星芸術大学

学校法人学習院

埼玉工業大学

沼津情報・ビジネス専門学校

関西大学

嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学

浜松情報専門学校

静岡デザイン専門学校

女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部・香川調理製菓専門学校

拓殖大学

同志社女子大学

大妻女子大学

工学院大学

静岡文化芸術大学

多摩美術大学

東北工業大学

千葉工業大学

名古屋学芸大学

北翔大学・北翔大学短期大学部

中央大学

学校法人梅村学園中京大学

名古屋芸術大学

北海道情報大学

阪南大学

武蔵野美術大学

名城大学
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Creative Cloud の製品内容

すべての人に「つくる力」を

サービス

Creativity for all.

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

Cr eat i ve Clo udは、写真、デザイン、ビデオ、Web、UI/U X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

素材

し、Adobe Sensei搭載の新機能も続々登場。クラウドを利用

アプリ

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

主なサービス

※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。

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。

Creative Cloud ライブラリ

Adobe Fonts

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

Creative Cloud デスクトップ

主なモバイルアプリ

Adobe Portfolio

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

画像
カラー
ブラシ
文字スタイル

きます。

写真
デザイン
Web・UI/UX
ビデオ

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

Adobe Capture

Adobe Comp

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

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

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

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

Adobe XD

Adobe Fresco

Adobe Aero（iOS版）

Adobe Photoshop Express

主なデスクトップアプリ

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop Camera

Adobe Photoshop Fix

Adobe Photoshop Mix
切り抜きや合成で画像を簡単に編集

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。

Adobe Illustrator

S

S

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

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

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。

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 InDesign

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 Dimension

S

Adobe Acrobat Pro DC * 1
Adobe XD

Adobe Animate

S

Adobe Premiere Pro

MacでもWindowsでも

単体1本から選べる

新しいバージョンやサービスが出るとすぐに

1人の使 用者につき2台までのコンピューター

すべての製品とサービスが 利用できるコンプ

要な時に行うことができます。

ません）。自宅のM a cと会 社のW i n d o w sに、

品のみ選択できるプランなど、ニーズに合わせ

2台までOK

にライセンス認証できます（同時起 動はでき
といった使い方も可能です。

さまざまなプラン

リートプランのほか、Photoshopなどの単体製
てお選びいただけます。

写真の閲覧、整理、編集、共有をマルチデバイスで

Win

Adobe Photoshop Lightroom Classic * 2

S

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 InCopy

Adobe Prelude

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 Bridge

S

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

Adobe Spark

S

［ 別売り製品 ］

Adobe Stock

2億点を超える高品質なストックフォトサービス

S

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

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

グラフィック、Webページ、ビデオストーリーを簡単に作成

Mac

Adobe Audition

S

Adobe Photoshop Lightroom

S

モーショングラフィックスとVFXの業界標準ツール

高品質な動画の編集や公開をマルチデバイスで簡単に

最新アプリやサービスを

S （旧 Flash Professional CC）

Adobe After Effects

S

Adobe Premiere Rush

S

インタラクティブアニメーションの制作環境

あらゆるデバイス向けの映像・動画を自在に編集

Creative Cloud ならではのメリット

S

Adobe Dreamweaver

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

4

Adobe Photoshop

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

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、

使えますが、アップデートは強制ではなく、必

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

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。

好きなタイミングで利用可能

Creative Cloud ファイル

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。

Adobe Premiere Rush

がさらにスムーズに。Creative Cloudがあれば、いつでも、ど

Behance

いつでも、どこでも素材にアクセス

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
*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 L ightroom 単体プランにも含まれます

Adobe Captivate

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

Technical Communication Suite

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

5

主なサービス

主なモバイルアプリ

Creative Cloud ライブラリ

モバイルからもデスクトップからも素材を自動共有

思い通りの写真を簡単に撮影、共有

どこにいて簡単に写真を編集、共有

Creative Cloud ライブラリは、クラウド上に用意された「素材置き場」

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

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、

撮影した写真からシェイプやブラシを作成

AR（拡張現実）体験を簡単に作成、公開

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

PhotoshopやIllustratorなどの画像を読み込んで、現実世界に重ね合わ

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。

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

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。

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。

● 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
ロゴに変更が発生

ロゴ作成者

ロゴ作成者

Illustratorでロゴを作成し、
ライブラリパネルに追加

Illustratorでロゴを変更し、
ライブラリに上書き保存

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
編集者

編集者

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

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。

編集者

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とPowerPointからも

Creative Cloudライブラリの利用が可能に

「WordおよびPowerPoint向けAdobe Creative Cloudアドイン」
を 使 用すると、Wo r dとP o w e r P o i n t 内のパネルからC r e a t i v e

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。

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

Adobe Fonts

Creative Cloud ファイル

商用利用可能なフォントサービス

ファイルの保存、共有、プレビュー

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

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

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。

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。

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。

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。
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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。
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主なデスクトップアプリ
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

● ニューラルフィルター

● 空を置き換え

● パフォーマンスと使いやすさが向上

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、

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

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

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

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。

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
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。

● アプリ内学習ツール

● プリセットの検索

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

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

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
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。

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

● クラウドドキュメント

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。

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

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。

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

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

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。

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。

● Illustrator iPad版

● 強化された文字機能

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。

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
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。

サブスクリプション版

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。

PDFの作成、編集、注釈、署名をどのデバイスからでも

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。

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。
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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

く見つけることができるようになりました。

● Photoshop iPad版

フルサイズのP S Dファイルを開き、レイヤー、選 択、マスク、ブラシな

● オブジェクトの再配色

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。
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主なデスクトップアプリ

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

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

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

PhotoshopやIllus tr atorの2D画像をDimensionで簡単に3Dと合成

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

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

線などのツールを使用して注釈を追加できます。

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。

セットとしてLightroomに保存したりできます。

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。

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

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

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

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

● 3D変形

● リアルタイム共同編集

● オートリフレーム

● シーン編集検出

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、

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。

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

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

インタラクティブアニメーションの制作環境

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VF Xの業界標準ツール

し、ビデオ、アニメーションGIF、HTML5 Canvas 形式にすばやくパブ

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、

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
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。

様々なデバイスに向けたWebサイトを効率的に制作

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
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。

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

ゲーム、T V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

できます。編集内容はすぐにプレビューに反映されます。

リッシュしたり、TwitterやYouTubeなどで共有したりできます。

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
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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

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
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
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。

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、

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、

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。

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。

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
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Creative Cloud 教育機関向けライセンスプラン

▼ 教育委員会向け

Creative Cloud教育機関向けプランは、教育機関の教職員・児童・生徒・学生を対象に、

一般・法人向けと比べとてもお得な価格で常に最新のクリエイティブアプリケーションを
ご利用いただけるサブスクリプション型（期間契約）のライセンス制度です。

▼ 高等教育機関向け
教職員や学生へのライセンス付与に

ユーザー指定ライセンス

学生へのライセンス付与に

（最もお得な価格で学生BYODに最適！）
NEW

学生用ライセンスパック

PC教室など共有PCでの
ライセンス利用に

共有デバイスライセンス

教育委員会サイトライセンス

教育委員会 ユーザー指定ライセンス

教育委員会 共有デバイスライセンス

教育委員会 デバイスライセンス

■ 教 育委員会が管轄する地域の教育機関に
所属する教職員・児童・生徒対象

■ 教 育委員会の管理下にある共有デバイス（PC
教室など）対象

■ 教 育機関の管理下にある共有デバイス（PC教
室など）対象

■ ユーザーはIDとパスワードでログインが必要
（Enterprise IDまたはFederated IDのみ）

■ ユーザーID、パスワードは不要

■ 1人のユーザーにつき2台までのコンピューター
にライセンス認証可能（同時起動は不可）

■ 複 数ユーザーでデバイスの共有利用が可能* 2

■ ユーザーはIDとパスワードでログインが必要
（Enterprise IDまたはFederated IDのみ）

■ 最 新のCreative Cloudアプリケーション、
オンラインサービス使用可能
（詳細の条件はユーザーが持つライセンス内容
によって異なります）

■ 最 新のCreative Cloudアプリケーション、
オンラインサービス使用可能
■ 最 低発注本数：2,500本～

■ 教 育機関に所属する教職員や学生に、１人分
から導入可能

■ 1人のユーザーにつき2台までのコンピューター
にライセンス認証可能（同時起動は不可）
■ ユーザーはIDとパスワードでログインが必要

■ 最 新のCreative Cloudアプリケーション、
オンラインサービス使用可能
（詳細の条件はライセンス内容によって異なり
ます）
■ メーカー参考価格（税込）* 1：
コンプリートプラン（年額） 48,576円（本体
価格44,160円）、単体プラン（年額） 22,176
円（本体価格20,160円）

■ 教 育機関に所属する学生のみが対象
（教育機関がまとめて購入し、学生用に割り当
てるプラン）

■ 1 人のユーザーにつき2台までのコンピューター
にライセンス認証可能（同時起動は不可）
■ ユーザーはIDとパスワードでログインが必要

■ 最 新のCreative Cloudアプリケーション、
オンラインサービス使用可能
（詳細の条件はライセンス内容によって異なり
ます）
■ 最 低発注本数：30本～

■ メーカー参考価格（税込）：コンプリートプラン
（年額） 15,576円（本体価格14,160円）

※単体プランはありません。

■ 教 育機関保有の共有デバイス（PC教室など）
に、１台から導入可能
■ 複 数ユーザーでデバイスの共有利用が可能* 2

■ 最 新のCreative Cloudアプリケーション、
オンラインサービス使用可能
（詳細の条件はユーザーが持つライセンス内容
によって異なります）
■ メーカー参考価格（税込）* 1：
コンプリートプラン（年額） 36, 300円（本体
価格33,000円）

※単体プランはありません。

※C C 2 0 1 9 以 降 のア プリケーション の み 利 用 可 能 です。
（CC2018以前のアプリケーションは利用できません）

小中高校サイトライセンス

小中高校 共有デバイスライセンス

小中高校 デバイスライセンス

■ 教 育機関に所属する教職員・児童・生徒対象

■ 教 育機関の管理下にある共有デバイス（PC教
室など）対象

■ 教 育機関の管理下にある共有デバイス（PC教
室など）対象

■ ユーザーはIDとパスワードでログインが必要
（Enterprise IDまたはFederated IDのみ）

■ ユーザーID、パスワードは不要

■ ユーザーはIDとパスワードでログインが必要
（Enterprise IDまたはFederated IDのみ）
■最
 新のCreative Cloudアプリケーション、
オンラインサービス使用可能

■ 最 低発注本数：250本～

■メ
 ーカー参考価格（税込）* 1：
コンプリートプラン（年額）135, 250円（本体
価格 123,000円）
（年額、250本の場合）
※単体プランはありません。

■ 複 数ユーザーでデバイスの共有利用が可能* 2

■ 最 新のCreative Cloudアプリケーション、
オンラインサービス使用可能
（詳細の条件はユーザーが持つライセンス内容
によって異なります）
■ 最 低発注本数：50本～

■ メーカー参考価格（税込）* 1：
コンプリートプラン（年額）163,700円（本体
価格148,800円）
（年額、50本の場合）

※単体プランはありません。

■ 複 数ユーザーでデバイスの共有利用が可能* 2
■ C C2018のアプリケーションのみ使用可能
■ オンラインサービスは使用不可
■ 最 低発注本数：50本～

■ メーカー参考価格（税込）* 1：
コンプリートプラン（年額）163,700円（本体
価格148,800円）
（年額、50本の場合）
※単体プランはありません。
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■ 最 低発注本数：500本～

■ メーカー参考価格（税込）* 1：
コンプリートプラン（年額） 1,637,000円（本
体価格1,488,000円）
（年額、500本の場合）
※単体プランはありません。

※オ ンライン サービスを 使 用 するにはプレミアム付き
Adobe Sparkのライセンス（無償）の追加が必要です。

※いずれのライセンスもアドミンコンソールでのデバイスの指定、ユーザーの指定が必要です。 *1 価格について詳しくは販売店にお問合せください。 *2 ユーザーは組織に属する教職員・生徒に限ります。

Creative Cloud 教育機関向けライセンスの特長
複数年契約できます

共有PCでも使えます

BYODにも対応します

PCサイクルに合わせて12ヶ月から最長60ヶ月

共有デバイスライセンスなら、PC教室やラーニ

ユーザー指定ライセンスなら、学校が所有する

ご購入いただけます。条件によって無 償セット

運 用可能です。ただしユーザーＩＤとパスワー

PCにインストールすることも可能です。

までご希望の導入期間を選択し、一括前払いで

12ヶ月

ングコモンズなど複数の利用者が使うPCでも
ドによるログインが必要です。

ライセンスを教職員や学生・児童・生徒個人の

60ヶ月
学生・教職員個人版のご案内

学生・教職員個人版は、Creative Cloudを最大 65%OFF でご購入いただける特別プランです。
一般の個人版とアプリ構成やクラウドサービスの内容は全く同じで、

教育機関に所属する13歳以上の学生・生徒と教職員に対象を限定し、大変お得な価格で提供しています。

Creative Cloud コンプリートプラン

Photoshop、Illustrator、Premiere Pro、Acrobat Proなど、

すべてのCreative Cloudデスクトップアプリを利用できるプラン。
すべてのオンラインサービスもご利用可能。

年額

26,136円（月額 2,178円／本体価格1,980円）*

*ア
 ドビストアでの初年度特別価格。2年目以降は3, 278円/月 (本体価格2,980円/月)で
ご利用いただけます。

※C C 2 0 1 9 以 降 のア プリケーション の み 利 用 可 能 です。
（CC2018以前のアプリケーションは利用できません）

※いずれのライセンスもアドミンコンソールでのデバイスの指定、ユーザーの指定が必要です。 *1 価格について詳しくは販売店にお問合せください。 *2 ユーザーは組織に属する教職員・児童・生徒に限ります。

■ オンラインサービスは使用不可

※C C 20 19以降のアプリケーションのみ利用可能です。
（CC2018以前のアプリケーションは利用できません）

※単体プランはありません。

※オンラインサービスを使用するにはプレミアム付き
Adobe Sparkのライセンス（無償）の追加が必要です。

■ C C2018のアプリケーションのみ使用可能

※単体プランはありません。

アップ期間の設定も可能です。

小中高校 ユーザー指定ライセンス

■ 1人のユーザーにつき2台までのコンピューター
にライセンス認証可能（同時起動は不可）

■ メーカー参考価格（税込）* 1：
コンプリートプラン（年額） 1,637,000円（本
体価格1,488,000円）
（年額、500本の場合）

■ ユーザーはIDとパスワードでログインが必要

※上記のほか、全学導入に最適な包括ライセンス契約（ETL A）、大学生協店頭などで購入できるソフトウェアダウンロードカードもご用意しています。詳しくはお問い合わせください。
※発注本数に応じて価格割引があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。 ※高等教育機関向けのデバイスライセンスのご提供は2019年9月末で終了いたしました。

▼ 小中高校向け

■ 最 低発注本数：500本～

■ メーカー参考価格（税込）* 1：
コンプリートプラン（年額） 1,352,500円（本
体価格1,230,000円）
（年額、2,500本の場合）

■ 複 数ユーザーでデバイスの共有利用が可能* 2

詳しくは

https://adobe.ly/2tTzH1C
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教育機関向け「VIP」購入プログラム

▼

年間契約なので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。教育機関向けにはさまざまなニーズに合わ

Creative Cloudグループ版およびエンタープライズ版は、教育機関の研究室や、教室で

せ、ユーザー単位のユーザー指定ライセンスの他、デバイス単位の共有デバイスライセンス、小中高校向けのサイトライセンス

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）」に

など、一般法人向けと比べてさらにお得な特別ライセンスプラン* 1 をご提供しています。契約期間中はアップグレードなどの追
* 1 教 育機関向けライセンスプランの詳細は次ページをご参照ください。 *2 ボリュームディスカウントについて詳しくは、販売店にお問い合わせください。

プランと価格

によるトレーニングやサポートなど、教育機関の利用に適したサービスが揃っています。

VIP（アドビバリューインセンティブプラン）は、法人、官公庁、教育機関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グループ版およびエンタープライズ版では、VIPメンバーシップにご加入の上ご購入いただくことで、
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。

柔軟かつ容易なライセンス管理

ライセンスが個々のユーザーではなく教育機関（法人）に紐付いているので、ライセンスを割り当てるユーザー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。

グループ版／エンタープライズ版 5ライセンスの場合

卒業・転校・
教職員の
退職など

高等教育機関向け

（大学・専門学校など向け）

小中高校向け
サイトライセンス

個人版 5ライセンスの場合

新メンバー

新メンバーにライセンスを割当て

ライセンスが教育機関（法人）に紐付いているため、メンバーの一人が卒業・転校や教職員
の退職などで抜ける場合、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。

卒業・転校・
教職員の
退職など

新メンバー

ライセンスの譲渡や変更不可（買い直し）

ライセンスが個人に紐付いているため、卒業・転校や教職員の退職などで抜けるメンバーがい
ても、そのライセンスは教育機関（法人）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。

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、Admin Consoleの

パッケージ機能や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

教育委員会向け
サイトライセンス

ユーザー指定ライセンス

コンプリートプラン

ユーザー指定ライセンス

単体プラン

学生用ライセンスパック

コンプリートプラン

共有デバイスライセンス

コンプリートプラン

ユーザー指定ライセンス

コンプリートプラン

共有デバイスライセンス

コンプリートプラン

デバイスライセンス

コンプリートプラン

ユーザー指定ライセンス

コンプリートプラン

共有デバイスライセンス

コンプリートプラン

デバイスライセンス

コンプリートプラン

▼

13ヶ月から最長60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。

購入例

契約
応当日

購入日

（更新日）

12 ヶ月

24 ヶ月

一括購入（36 ヶ月）

追加購入（28 ヶ月）

36 ヶ月

追加購入（14 ヶ月）
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学生のみ対象のライセンス

年間 36,300 円

（月額換算3,025円／PC１台あたり）

年間 135,250円［最低発注数量：250本の場合］

（月額換算45円／１ユーザーあたり）

年間 163,700 円［最低発注数量：50本の場合］

（月額換算273円／PC１台あたり）

年間 163,700 円［最低発注数量：50本の場合］

（月額換算273円／PC１台あたり）

年間 1,352,500 円

教育機関のみ対象の特別ライセンス
小中高校のみ対象の特別ライセンス
小中高校のみ対象の特別ライセンス
小中高校のみ対象の特別ライセンス
教育委員会のみ対象の特別ライセンス

［最低発注数量：2,500本の場合］

（月額換算45円／１ユーザーあたり）

年間 1,637,000 円

教育委員会のみ対象の特別ライセンス

［最低発注数量：500本の場合］

（月額換算273円／PC１台あたり）

年間 1,637,000 円

教育委員会のみ対象の特別ライセンス

［最低発注数量：500本の場合］

（月額換算273円／PC１台あたり）

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。
ユーザー指定ライセンスの場合

ボリュームディスカウントについては
次ページを参照ください。

すべて同じ契約応当日（更新日）となります。

年間 15,576円

（月額換算1,298円／1ユーザーあたり）

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

1

販 売店からVIPメンバーシップ

初回購入したライセンスも、追加購入したライセンスも、

年間 22,176円

（月額換算1,848円／１ユーザーあたり）

使いたい時に、すぐに使用を開始

加入のご案内メールが届きます

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）

年間 48,576円

（月額換算4,048円／１ユーザーあたり）

※ 上 記はメーカー参考価格（税込）です。詳しくは販売店にお問合わせください。
※ 高等教育機関向けのデバイスライセンスのご提供は、2019年9月末で終了いたしました。

STEP

http://helpx.adobe.com/jp/creative-cloud/packager.html

▼

更にお得！

加費用も不要、さらに、導入本数に応じたボリュームディスカウント* もご利用いただけます。

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

▼

教育機関向けは

2

てご提供しています。Creative Cloudが提供するすべての機能に加え、ライセンス管理を

VIPとは

低い初期費用で、予算管理も容易

販売店

STEP

2

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

VIP

STEP

3

Admin Consoleで必要数分の
ライセンスを追加します

×

5本

STEP

4

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

STEP

5

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

注文
この時点から使用できます！

販売店

※共有デバイスラインセンスやデバイスライセンス（小中高校／教育委員会向けのみ）の場合は、Admin Consoleからの追加の前に販売店への注文が必要です。

▼

より充実したサポートで問題を解決

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、ユーザー指定ライセンスではコンプリートプラン 1ライセンスにつき年間2回

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。
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さらにお得な特典：VIP セレクト

▼

VIPセレクトの選び方

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

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？

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。

1年毎に支払いたい

VIPセレクトのディスカウントについて

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
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
※購入価格は、販売店にお問い合わせください。  

▼

VIPディスカウントレベル表

1年毎の
購入
3年契約

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

3

50 – 99

◯

1–9

×

4
2
1

100以上

◯

10 – 49

14

100以上

12

10 – 49

◯

割引額

▼

1年毎に変わる可能性がある

ディスカウントレベル

メンバーシップ
ステータス

◯ VIPセレクト

◯ VIPセレクト 年払い

VIPセレクト3年契約

0

今のメンバー数に変更予定はない

VIPセレクトで
3年契約*がオススメ！

10

ライセンス数

ルックバック実施日

初回購入

VIPセレクト
3年契約

2019年4月

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

13教育機関には３年契約は適用されません
50 – 99
◯
◯ VIPセレクト 年払い

※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。

▼

割引額がアップ！

VIP

◯

VIPセレクト
1年毎の購入

50

3年契約

100

● 教育機関向けライセンスはお得な特別ライセンスプランのため、VIPセレクト３年契約による割引は適用外となります。ご了承ください。

初回購入 50本
レベル

50本

13 価格

計

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

1年毎の
購入

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

▼

※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セレクトの適用方法

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。
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● VIPセレクトは以下いずれかの方法で適用されます

VIP加入日

計５本

初回5本購入
レベル 1 価格

ルックバック実施日
計 55 本

計 25 本

3ヶ月後
20本購入
※レベル 2 適用
（①に該当）

初回購入 15本
レベル 2 価格

31日

契約応当日

更新期間開始日

1年毎の
購入

初回購入 15本
レベル 2 価格

新規発注のお客様
更新のお客様

30日

8ヶ月後
30本購入
レベル 2
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。

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）

※レベル 3 適用
（②に該当）

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。

●

対象製品

●

契約応当日

ルックバック実施日

2020年4月

レベル 13 価格
契約更新

3年契約

15本

計

計

50本

レベル 12 価格

100本

計

追加購入 50本 レベル 13 価格

契約更新
計

15本

計

50本

追加購入 35本 レベル 12 価格

15本

契約更新
計

15本

2021年4月

契約更新

100本

計

レベル 12 価格
契約更新
計

50本

レベル 3 価格

レベル 2 価格
計

契約応当日

レベル 13 価格

教育機関には３年契約は適用されません

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

メールを受け取って以降のご契約・適用となります。

●

ライセンス数が増えるほど

◯ VIPセレクト
◯ VIPセレクト 年払い

 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
●

教育機関には適用されません

VIPセレクトで
1年毎の購入がオススメ！

◯ VIPセレクト

◯

メリット

ライセンスの使用者数は固定されていますか？

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
用する場合も大きなメリットです。

複数年をまとめて支払いたい

計

50本

追加購入 35本 レベル 2 価格

契約更新
計

50本

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

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

新たなディスカウント
レベルで更新

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。

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。

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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教育機関向け/学生・教職員向けCreative Cloud プラン一覧

研究室・教職員など

購買プログラム
契約期間

契約応当日の選択

— 採 用担当者50 0人への調査 結果 —

教育機関向け

対象

製品

New Normal の 社 会で企業 が 新卒に求めるスキル

ユーザー指定ライセンス*1
コンプリート
プラン

単体プラン

VIP、Adobe.com

1年または13〜60ヶ月の
期間選択
○

学生（BYOD）

高等教育機関

PC教室など共有PC

大規模導入

学生用ライセンスパック

共有デバイスライセンス*2

包括ライセンス *3

コンプリートプラン

コンプリートプラン

VIP

（エンタープライズ版）

1年または13～60か月の
期間選択
○

VIP、Adobe.com

1年または13〜60ヶ月の
期間選択
○

U

D

ユーザー指定ライセンス *1
共有デバイスライセンス *2

ETLA

（別途有償のStudent Option契約あり）

原則として3年
○

小中高校

U

D

教育委員会

サイトライセンス

ユーザー指定ライセンス *1
共有デバイスライセンス *2
コンプリートプラン

VIP

1年または13〜60ヶ月の
期間選択
○

最小ライセンス数

1ライセンス

30ライセンス以上

1ライセンス

ライセンスの所有権

担当営業と
ご確認ください

教育機関

教育機関

教育機関

教育機関

教育機関

○

—

○

○

—

○

○

○

○

○

ボリューム
ディスカウント
ライセンスの
割り当て・変更

ライセンス管理

SSO（Single Sign On）での
ライセンス管理対応
IT向けデプロイメント
ツールの提供
デスクトップ
アプリケーション
ストレージ容量 /
製品

○
○

（Lightroom単体プランは1TB）

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

エキスパート
サービス*5

プレミアム
カスタマーサポート*6
エンタープライズ
カスタマーサポート*7

選択した
単体製品のみ

100GB

（旧：Typekit）

D 50ライセンス

D 500ライセンス

○

○

○

○

○

○

○

CCすべて

CCすべて

CCすべて

50GB

○

○

○

別売り

2GB～

（ユーザーが持つライセンス内容によっ
て異なる。Enterprise ID/Federated ID
の場合はプレミアム付きSparkライセン
ス〈無償〉の付与が必要）

○

（使用可能フォントはユーザーが持つ
ライセンス内容によって異なる）

○

100GB

○
○

CCすべて

（ D はLightroomを除く）

2GB

（ D はプレミアム付きSparkライセンス
〈無償〉の付与が必要）

○

（使用可能フォントはユーザーが持つ
ライセンス内容によって異なる）

○

別売り

—

○

—

1ライセンスにつき
年間２回

1ライセンスにつき
年間２回

無制限

—

○

—

—

—

—

—

○

○

—

○

（導入説明会およびデプロイメント支援
あり）

○

*1 ユーザー指定ライセンスは、学校所有のライセンスを教職員や学生個人のPCにもインストール可能です。ただし包括ライセンス（ETLA）では個人所有のPCへのインストールは教職員のみが対象で、
学生個人のPCにインストールする場合は別途Student Option契約（有償）が必要です。
*2 共有デバイスライセンスは、教育機関が保有するPCでの利用に限られます。学生個人のPCで利用することはできません。
*3 包括ライセンス（ETLA）契約の詳細は営業担当にご相談ください。 *4 個人版のAdobe StockはAdobe.comのみの提供です。
*5 エキスパートサービスとは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です。 *6 プレミアムカスタマーサポートとは電話、チャット、フォーラムでのテクニカルサポートです。
*7 エンタープライズカスタマーサポートとは、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です。包括ライセンス（ETLA）では導入説明会およびデプロイメント支援も実施します。
※上記の他、IDやパスワードでのログインが不要な「デバイスライセンス」については販売店にお問い合わせください。
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製品
購買プログラム
契約期間

契約応当日の選択
最小ライセンス数
ライセンスの所有権
ボリューム
ディスカウント

個人
学生・教職員個人版
コンプリートプラン

Adobe.com、
ダウンロードカード
１年
—
１ライセンス

生徒・学生・教職員個人
—
—

SSO（Single Sign On）での
ライセンス管理対応

—

IT向けデプロイメント
ツールの提供
デスクトップ
アプリケーション
ストレージ容量 /
製品
Adobe Fonts

（旧：Typekit）

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

エキスパート
サービス*5

プレミアム
カスタマーサポート*6
エンタープライズ
カスタマーサポート*7

アドビ が 実 施した 調 査「 新 卒 採 用 で 企 業 が 重 視 するスキル に つ いて 」に よると、
これからの人材には「課題を発見し解決方法を考える能力（創造的問題解決能力）」が
求められています。

そのために学校時代に様々な機会で、課題を発見し解決方法を設計（デザイン）する力
や、デジタルツールを活用してアイデアや考えを人にわかりやすく伝える力を学ぶことが
とても大切です。

調査内容について詳しくはこちら

（13歳以上のみ対象）

ライセンスの
割り当て・変更

ライセンス管理

○

○

1ライセンス
につき
年間2回

U 2500ライセンス

Admin Console （エンタープライズ版では、より高度な管理機能を提供）

（エンタープライズ版のみ）

CCすべて

U 250ライセンス

対象

学生・
教職員向け

https://bit.ly/2YRix6H

デジタルクリエイティブ基 礎 講 座 授業パッケージ

—

—
CCすべて
100GB

（フォトプランは20GB）

○
○
別売り*4

筑波大学を始め日本の複 数の大学で単位が 取れる一般 教養の授業として3年以上の開

講実績。オンデマンド型オンライン授業パッケージになった「デジタルクリエイティブ基
礎講座」を、正課の授業としてもぜひご活用ください。
詳しくはこちら

https://bit.ly/3rAQQLL

お申し込みはこちら

https://bit.ly/3496rrD

Creative Cloud 有償メンバー向け ことはじめ講 座

—
○
—

Creative Cloudメンバーシップに含まれるさまざまなアプリの使い方を学べる無料のオ

ンライン講座を提供しております。アプリの基礎から応用まで、作例を参考にしながら機
能をマスターしていくので、初心者・入門者に優しいプログラム内容となっています。

詳しくはこちら

https://adobe.ly/2N2Mv4O
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問い合わせ一覧

Creative Cloud フォーラム

https://community.adobe.com/t5/jp/ct-p/jp?profile.language=ja

Creative Cloud フォーラムはどなたでも閲覧・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

受付時間

www.adobe.com/jp/help

上記URLにアクセスいただき、
「企業および教育機関、官公庁のお客様」を選択の上、チャット、電話サポートをご利用ください。

Webサイト

月〜金曜日 9：30 〜20：00
● 祝祭日および弊社指定休日を除く

教育機関向けライセンスプログラム

https://www.adobe.com/jp/howtobuy/buying-programs/education.html

教育機関向け
VIPプログラムガイド

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/acom/jp/buying-programs/pdfs/vipprogram-guide-ed-jp.pdf

大学・専門学校向け

https://www.adobe.com/jp/creativecloud/buy/education.html

教育機関向け総合

https://www.adobe.com/jp/education.html?marketSegment=EDU

小中高校向け

https://www.adobe.com/jp/information/K12.html

学生教職員向け

https://www.adobe.com/jp/creativecloud/buy/students.html

教育関係者向け
オンラインコミュニティ
（Adobe Education Exchange)

教育機関向けライセンス

2021年7月版

https://edex.adobe.com/jp

アドビ認定資格試験（ACA)

https://www.adobe.com/jp/information/creativecloud/certification-programs.html

教育機関の定義・購入資格

https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html

販売店一覧

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

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

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

アドビ株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎 イーストタワー
www.adobe.com/jp/

このカタログに記載の情報は、2021年7月時点のものです。内容に関しては予告なく変更される場合がござ
いますので、あらかじめご了承ください。
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