アドビ購入プログラム

アドビ VIP プログラムガイド
教育機関のお客様向け
2019 年 1 月 11 日

教育機関全体のライセンス管理を簡素化し、
ボリュームディスカウントでコストも削減

アドビバリューインセンティブプラン（VIP）は、あらゆる規模の教育機関を対象としたサブスクリプショ
ンライセンスプログラムです。

※企業および官公庁向けの VIP プログラムについては、「VIP プログラムガイド — 企業および官公庁のお客様向け」を参照してください。

アドビが承認した非営利団体も、教育機関向けの価格で VIP ライセンスを購入することができます。対象となる非営利団体について詳し
くは、Adobe.com の「対象となる非営利団体」を参照してください。
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アドビ VIP プログラムガイド VIP の概要

シンプルなライセンス管理を

VIP でライセンス管理を簡素化し予算を最大限に活用

アドビバリューインセンティブプラン（VIP）は、シンプルで安全なライセンス管理を
実現するサブスクリプションライセンスプログラムです。

サブスクリプションモデルによりアドビの
アプリケーションとサービスを簡単に導入

VIP なら、あらゆる規模の教育機関が、Adobe Creative Cloud、
Adobe Acrobat DC、Adobe Stock*、Adobe Captivate など、
業界最高水準のアドビソフトウェアを簡単に導入、
管理することができます。製品の一覧については、
教育機関向け購入プログラム比較ガイドをご覧ください。

ニーズに合わせてサブスクリプション期間を
フレキシブルに選択

お客様の都合に合わせて、サブスクリプション期間
（12ヶ月、18ヶ月、最長 60ヶ月まで）を柔軟に選択できます。

VIP は、教室や研究室からキャンパス全体、都道府県全体まで様々なニーズに最適です。
教育機関全体のニーズに対応

VIP では、教育機関のお客様が共有デバイ
スライセンス†を購入し、教育機関が所
有するコンピューター（コンピューター
室など）上で使用することができます。
また、ユーザー指定ライセンスを購入す
れば、教職員と児童、生徒、学生は利用す
る場所に関係なく（家庭での作業も可能）
、
教育機関の所有ではないデバイスを含む
任意のデバイスで Creative Cloud を使用
できます。詳しくは、4 ページを参照して
ください。

ボリュームディスカウントで
予算活用

ライセンスを一元的に管理

合計購入数が 10 ライセンス以上に達する
と、VIP セレクトのステータスが適用され、
段階的にボリュームディスカウントを受
けられます。その結果、予算をさらに効
率的に活用し、学生・生徒や教職員が必
要とするクリエイティブツールや管理ツー
ルを充分に提供できるようになります。

Admin Console から一元的にライセンス
を管理することができます。新製品がリ
リースされると同時に、VIP 管理者、教職
員、および児童、生徒、学生がソフトウェ
アを使用できる ** のはもちろん、Admin
Console から、常にライセンスの導入数や
使用ユーザーを監視することができます。
また、ニーズの変化に応じて、ライセンス
の割り当てや再割り当てもおこなえます。

* Adobe Stock は、中華人民共和国（中国）では提供されていません。
** デバイスライセンスで利用可能な Creative Cloud の最終バージョンは Creative Cloud 2018（2017 年 10 月リリース）です。Creative Cloud の最新バージョンを利用するには、共有デバ
イスライセンス製品に移行する必要があります。

† デバイスライセンスは、中国では提供されていません。
VIP の概要

VIP セレクト

サブスクリプション期間

別の項目へ移動：
エンロールメント

ライセンスの追加と導入

重要な期日

更新

サポートおよび関連資料
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アドビ VIP プログラムガイド VIP の概要

小中高校向けソリューション：学校単位での加入

児童生徒と教職員が、学校、家庭、コンピューター室のどこでもアドビのソフトウェアにアクセス

できるように、柔軟なオプションを用意しています。ライセンスには、ユーザー指定ライセンスと
共有デバイスライセンスの 2 種類があります。*

小中高校ユーザー指定ライセンス／教育委員会ユーザー指定ライセンス
教育機関（学校、教育委員会、学校法人）の所有（またはリース）している特定のコンピューターを個人が
使用するためのユーザー指定ライセンスです。BYOD（個人が所有する持ち込みの機器）環境に最適で、登
録済みの児童生徒は、統合アプリやオンラインストレージサービスなど、Adobe Creative Cloud のすべての
機能を利用できます。教育機関では児童生徒による BYOD 利用を承認する必要があります。
このライセンスでは教職員もアドビのソフトウェアで自宅での作業ができます。ライセンスの使用権は教
育機関が保有し、教職員が退職した場合には、該当するライセンスへのアクセスを無効にする必要があり
ます。小中高校向けユーザー指定ライセンスでは、学校または教育委員会が各機関所定の Enterprise ID ま
たは Federated ID とパスワードを使用するライセンスをデプロイする必要があります。
小中高校ユーザー指定ライセンスは、小中高校サイトライセンスの購入オプション、教育委員会ユーザー
指定ライセンスは、教育委員会サイトライセンスの購入オプションです。

小中高校共有デバイスライセンス／教育委員会共有デバイスライセンス
教育機関がライセンスを購入すると、児童生徒と教職員がコンピューター教室、図書館などの共有コンピュー
ターでアドビ製品を利用できるようになるライセンスです。ユーザーは、このライセンスの対象となるデ
バイスで Creative Cloud アプリとサービスの最新版にアクセスできます。また、個人の有料サブスクリプショ
ンを持つユーザーが共有デバイスライセンス対象のデバイスにログインして自分のプロファイルにアクセ
スしたり共有作品にアクセスしたりすることもできます。

小中高校の児童生徒や教職員が共有デバイスライセンスを使用するには、ID とパスワードのログインが必
要です。そのため事前に教育機関が Enterprise ID または Federated ID を使用してログイン ID を付与する必
要があります。ID タイプについて詳しくは、https://helpx.adobe.com/jp/enterprise/using/identity.html を
参照してください。
小中高校共有デバイスライセンスは、小中高校サイトライセンスの購入オプション、教育委員会共有デバイ
スライセンスは、教育委員会サイトライセンスの購入オプションです。

旧デバイスライセンス
デバイスライセンスの旧オプションは、現在デバイスライセンスを利用中のお客様のみが更新できます。
デバイスライセンスで利用可能な Creative Cloud の最終バージョンは、Creative Cloud 2018（2017年10月リリー
ス）です。**
予算を最大限に活用する購入オプション

小中高校サイトライセンスと教育委員会サイトライセンスはアドビが承認する小中高校および学校法人、
教育委員会などを対象に提供され、バリューインセンティブプラン（VIP）を通じてのみ購入できます。小
中高校向けライセンスの購入資格はこちらでご確認ください。使用条件や購入方法については、アカウン
トマネージャーにお問い合わせください。

* 中華人民共和国（中国）では一部の教育機関向けオプションが提供されていません。例えば、中国で使用するために購入されたデバイスライセン

スやユーザー指定ライセンスには、学生・生徒向けの BYOD（個人所有の機器の持ち込み）対応、教員向けの家庭での使用のオプションは含まれて
いません。詳しくは、販売店にお問い合わせください。

** デバイスライセンスは、現在デバイスライセンスを利用中のお客様のみが更新できます。デバイスライセンスで利用可能な CreativeCloud の最終バー
ジョンは CreativeCloud2018（2017 年 10 月リリース）です。デバイスライセンスをご利用のお客様は、既存のサブスクリプション期間中いつでも
共有デバイスライセンス製品にセルフサービスで移行できます。追加ライセンス料金はかかりません。共有デバイスライセンスでは、Creative

Cloud の最新バージョンをサポートしています。

別の項目へ移動：
VIP の概要

VIP セレクト

サブスクリプション期間

エンロールメント

ライセンスの追加と導入

重要な期日

更新
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アドビ VIP プログラムガイド VIP の概要

小中高校サイトライセンスは、アドビが承認する公立および私立の小中高校を対象とするライセンスです。
小中高校の学校サイトおよび単一所在地の学校法人や管理事務局などを単位として使用することができます。
小中高校サイトライセンスの最低購入要件は、共有デバイスライセンスの場合50ライセンス、またはユーザー
指定ライセンスの場合 250 ライセンスです。
教育委員会サイトライセンスは、アドビが承認する法人（学校法人、教育委員会など）を対象とするライセ
ンスです。法人 * が管轄する小中高校の学校サイトに加えて、管理事務局および／または完全な所有下にあ
る教育用研修センター（在籍中の教職員および／または小中高校の児童生徒の教育を目的とするもの）で
使用することができます。教育委員会サイトライセンスの最低購入要件は、共有デバイスライセンスの場
合 500 ライセンス、またはユーザー指定ライセンスの場合 2,500 ライセンスです。ご注意：国や地域によっ
てライセンスの最低購入数が異なる場合があります。

小中高校向け製品 ID タイプと追加の利用条件
小中高校でアドビ製品およびサービスを利用するには、各ユーザーが Enterprise ID または Federated ID を
所有し（共有デバイスライセンスを使用する場合を含む）
、小中高校（初等中等）教育機関向けネームドユー
ザー追加条件で説明されているすべての義務を負うものとします。小中高校では、Adobe ID を使用して製
品やサービスをデプロイすることはできません。ID タイプについて詳しくは、https://helpx.adobe.com/
jp/enterprise/using/identity.html を参照してください。

高等教育機関向けソリューション

アドビは高等教育機関の学生と教職員のニーズに合わせて、様々なライセンスオプションを提供

しています。ライセンスには、ユーザー指定ライセンスと共有デバイスライセンスの 2 種類があり
ます。

ユーザー指定ライセンス
高等教育機関は、教職員と学生個人向けにユーザー指定ライセンスを購入できます。ユーザー指定ライセ
ンスでは、ユーザーは家庭とキャンパスの両方で作業できます。1 つのライセンスで 2 台までデプロイ可能
です。

共有デバイスライセンス
教育機関がライセンスを購入すると、学生と教職員がコンピューター教室、図書館、研究室などの共有コ
ンピューターでアドビ製品を利用できるようになるライセンスです。ユーザーは、このライセンスの対象
となるデバイスで Creative Cloud アプリとサービスの最新版にアクセスできます。また、個人の有料サブ
スクリプションを持つユーザーが共有デバイスライセンス対象のデバイスにログインして自分のプロファ
イルにアクセスしたり、共有作品にアクセスしたりすることもできます。
学生と教職員が共有環境で共有デバイスライセンスを使用するには、学校が提供する Enterprise ID または
Federated ID とパスワードを使用するか、または各自が Adobe.com で作成した無料の Adobe ID でログイン
します。
共有デバイスライセンスは、バリューインセンティブプラン（VIP）の購入オプションです。

旧デバイスライセンス
デバイスライセンスの旧オプションは、現在デバイスライセンスを利用中のお客様のみが更新できます。
デバイスライセンスで利用可能な Creative Cloud の最終バージョンは Creative Cloud 2018（2017年10月リリー
ス）です。**

* 法人とは、複数の小中高校の調達および契約管理に責任を持つ組織を指します（例：学校法人、教育委員会、地方自治体、政府機関など）
。
** デバイスライセンスは、現在デバイスライセンスを利用中のお客様のみが更新できます。デバイスライセンスで利用可能なCreative Cloudの最終バー
ジョンは Creative Cloud 2018（2017 年 10 月リリース）です。デバイスライセンスをご利用のお客様は、既存のサブスクリプション期間中いつで

も共有デバイスライセンス製品にセルフサービスで移行できます。追加ライセンス料金はかかりません。共有デバイスライセンスでは、Creative
Cloud の最新バージョンをサポートしています。
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アドビ VIP プログラムガイド VIP の概要

最適な方法でコストを削減

お客様の組織に合った VIP オプションが選択可能
年間サブスクリプション
12ヶ月

一括前払い

サブスクリプション期間

─

最長 60ヶ月

お支払い方法

VIP セレクト：10 ライセンス以上
すべての購入にディスカウントを適用

延長サブスクリプション
一括前払い

VIP セレクト：10 ライセンス以上

ディスカウント

すべての購入にディスカウントを適用

お支払い方法および
サブスクリプション期間

─

*   購入価格は、販売店と VIP メンバーの間で決定します。また、一部の通貨は、為替変動の影響を受けることがあります。
** 延長サブスクリプションを選択済みの VIP メンバーは、VIP セレクト 3 年契約を利用することはできません。

「我が校では、学
生達の将来を見据
えて、創造的な思
考を育むことがで
きるクリエイティ
ブツールを導入し
ました」
テキサス州マッキニー学区
大学のダイレクター兼
キャリアレディネス担当
Tamy Smalskas 氏

様々なニーズと VIP ソリューションの対応例：

VIP セレクトですべての購入にディスカウントを適用

ニーズ：必要ライセンス数が多い大規模な教育機関に見合ったディスカウントが必要である。

VIP のソリューション：10 ライセンス以上を一度に購入することで、ステータスが VIP セレクトとなり、サブス
クリプション期間中に購入するすべてのライセンスに同一のディスカウントレベルが適用されます。さらに、
合計購入数が 50 ライセンス以上、100 ライセンス以上と増加するごとに、段階的にディスカウントレベルが向上
します。
VIP セレクトで必要な予算を事前に予測

ニーズ：学校の予算が厳密に決まっており、毎年、同じ時期に予算を消化する必要がある。

VIP のソリューション：VIP セレクトで、すべての購入に同じディスカウントレベルが適用されるのに加えて、
サブスクリプション期間を延長することにより、契約当初に定めたライセンス数から決定したディスカウント
レベル * で 1 年毎にお支払いをおこなうことが可能です。最長 3 年間、同じ価格で追加ライセンスを購入すること
ができます。

別の項目へ移動：
VIP の概要

VIP セレクト

サブスクリプション期間

エンロールメント

ライセンスの追加と導入

重要な期日

更新
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アドビ VIP プログラムガイド VIP セレクト

さらなるコスト削減

VIP セレクトは、様々な特典を受けられるロイヤルティステータスです
VIP メンバーは、サブスクリプション期間中の合計購入数が 10 ライセンス以上* になると、メンバーシップステータスが
VIP セレクトとなり、割引価格が適用されます。さらに、合計購入数が 50 ライセンス以上、
そして 100 ライセンス以上になると、一段と大きなコスト削減が実現します。

VIP セレクト
100 ライセンス以上

VIP セレクト
50-99 ライセンス

ディスカウント
レベル

VIP のディスカウントレベル
合計購入
ライセンス数

価格の割引

3

50–99

あり

1

1–9

なし

4

VIP セレクト
10-49 ライセンス

2

VIP
1-9 ライセンス

100+

あり

10–49

メンバーシップ
ステータス
VIP セレクト
VIP セレクト

あり

VIP セレクト
VIP

ルックバック（遡及）による VIP セレクトの適用

1 回の購入で VIP セレクトを適用：
ライセンス保有数が 10 未満の VIP メンバーが 1 回の注文で 10 ライセンス以上を購入すると、自動的に VIP セレクトが適用され、様々な
特典を受けることができます。

更新時に VIP セレクトを適用：
1 回のサブスクリプション期間中に累計で 10 ライセンス以上を購入すると、ルックバック（遡及）プロセスにより、自動的に VIP セレク
トが適用されます。契約応当日の 31 日前に、現在のサブスクリプション期間中の購入ライセンス数が計算され、10 ライセンス以上の基
準を達成すると、それ以降は、1 回の注文数にかかわらず同一のディスカウントレベルが適用されます。さらに、合計購入数が 50 ライ
センス以上、100 ライセンス以上と増えるごとに、段階的にディスカウントレベルが向上します。
サブスクリプション
期間開始日

ライセンス
の購入

VIP セレクトルックバック
ライセンス
の購入

ライセンス ライセンス
の購入
の購入

ルックバック
実施日

31 日

更新期間
開始日

VIP メンバーの
契約応当日

30 日

期間中の合計購入数が
10 ライセンス以上なら、
VIP セレクトステータスを適用

* Adobe Stock を単体製品として購入した場合には、VIP セレクトの達成までに必要な合計購入数として加算されません。

別の項目へ移動：
VIP の概要

VIP セレクト

サブスクリプション期間

エンロールメント

ライセンスの追加と導入

重要な期日

更新

サポートおよび関連資料
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アドビ VIP プログラムガイド VIP セレクト

VIP セレクトメンバー限定の 3 年契約

VIP セレクト適用後、3 年契約承諾時に保有しているライセンス数以上の更新を確約することで、最大 3 年間
同一のディスカウントレベルでライセンスを購入することができます（オプション）。
複数年にわたる予算計画とコスト削減を実現 — すべての購入が対象

VIP セレクト 3 年契約なら、契約したライセンス数にもとづき、ディスカウントレベルが固定されますので、
予算計画が容易になります。また、サブスクリプション期間中は、すべての VIP ライセンスを割引価格で購
入することができます（最長 3 年間、2 回の更新まで）。もちろん、必要に応じてライセンスを追加すること
も可能です。
VIP セレクト 3 年契約を開始するための手順
VIP へのエンロールメント

まず、販売店に連絡を取ります。次に、販売店のサポートの元、VIP へのエンロールメントをおこない、
初回注文を提出します。
VIP セレクトの適用

1 回の注文で 10 ライセンス以上購入するか、またはルックバック（遡及）でサブスクリプション期間
中の合計購入数が 10 ライセンス以上になると、自動的に VIP セレクトが適用されます。
3 年契約への同意

VIPセレクトが適用されると、
「VIPセレクトをご利用いただきありがとうございます」という件名のメー
ルが届きます。このメールに、現在のライセンス数を 3 年間保有することを条件に 3 年契約を利用で
きることが記載されています。
固定されたレベルで、いつでもライセンスを追加購入

VIP セレクト 3 年契約の期間中は、未購入の製品も含めて、3 年契約に同意した時点の価格で新規ラ
イセンスを購入することができます。*

VIP セレクト 3 年契約の例

VIP セレクト 3 年契約に加入すると、契約に同意した時点のライセンス数を保持することを条件に、さらな
る割引価格が適用されます。これは、3 年の期間中に 2 回（1 年毎）、同意したライセンス数を更新することを
意味します。以下に、2 つの例を挙げます。

例 A：学校法人が 20 ライセンスを購入し、VIP セレクトの適用後すぐに VIP セレクト 3 年契約に加入した場
合、契約期間中は最低でも 20 ライセンスを保持する必要があります。ただし、3 年契約の選択後に追加した
ライセンスにつきましては、保持する義務はありません。

例 B：大学の学部が50ライセンスを購入し、VIP セレクトの適用後さらに20ライセンスを追加購入した上で、
VIP セレクト 3 年契約に加入した場合、契約期間中は最低でも 70 ライセンスを保持する必要があります。
3 年契約サブスクリプション期間中に利用可能な製品

アドビは常にイノベーションを追求しており、新製品がリリースされた場合にはいつでも VIP を通じて購入
可能です。3 年契約を締結した後に新製品がリリースされ、VIP 経由で購入が可能になった場合には、当該
製品の初回購入価格も 3 年契約に含まれます。

アドビは製品の提供を終了する場合があります。3 年契約期間中に終了する製品がある場合、最終販売日後
は当該製品の購入ができなくなります。

別の項目へ移動：
VIP の概要

VIP セレクト

サブスクリプション期間：
エンロールメント

ライセンスの追加と導入
重要な期日
更新

サポートおよび関連資料

* 消耗型アイテムの購入は、VIP セレクトレベルと 3 年契約ライセンスの最低購入要件の計算にはカウントされません。
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アドビ VIP プログラムガイド VIP サブスクリプション期間

「…購入から導入までの
プロセスを合理化するこ
とができました。さらに、
ソフトウェア資産の管理
がとても容易になり、ラ
イセンスの再割り当てに
要する時間も80％ほど短
縮されました」
IIT 部門チームリード
Christopher Lindemann 氏

サブスクリプション期間

VIP では教育機関のニーズに合ったサブスクリプション期間を選択でき、フレキシブルなライセンス管理が
できます。サブスクリプション期間の終了時に、契約の更新や再交渉は必要ありません。単にライセンス

を更新するだけでサブスクリプションを継続することができます。また、更新の際に、必要に応じてライセ
ンス数や製品を変更することも可能です。

詳しくは、17 - 18 ページ の「更新」を参照してください。

サブスクリプション期間：
「年間」と「延長」

3 つのオプションから、お客様のニーズに合ったサブスクリプション期間を選択することができます。
年間サブスクリプション

年間サブスクリプションは、前払いで 12ヶ月間のライセンスサブスクリプション料金を支払います。お

客様の契約応当日は、初回購入承認日（PA/PO 番号発行日）、また PA/PO 番号を使用しない場合、初回注
文のアドビ受領日（LWS に反映された日）のいずれか早い日から 12ヶ月後となります。

注記：更新時のサブスクリプションは、すべて一律で年間サブスクリプション（12ヶ月間）となります。

+
+

延長サブスクリプション：2 つのオプション

VIP では、2 つのタイプの延長期間を選択できます。
前払いの延長サブスクリプション

新規 VIP エンロールメントの際に、サブスクリプション料金を前払いすることで、サブスクリプション期

間を延長できます。このオプションを利用すれば、お客様の購入計画や予算計画に合せて最適なライセ
ンスサブスクリプション期間と契約応当日を設定することができます。教育機関の場合、最大 60ヶ月分
の料金を前払いすることができます。

注記：更新時のサブスクリプションは、すべて一律で年間サブスクリプション（12ヶ月間）となります。
教育機関の場合、最大 60 ヶ月分の料金を前払いすることができます。
VIP セレクト 3 年契約で長期間のコスト削減

もうひとつのオプションは、VIP セレクトメンバー限定の 3 年契約 * です。契約開始時の購入ライセンス
数にもとづいてディスカウントレベルが決定し **、お支払いは 1 年毎となります。

追加ライセンスも、3 年間のサブスクリプション期間中は、契約開始時に決定されたディスカウントレ
ベルで購入できます。
別の項目へ移動：
VIP の概要

VIP セレクト

サブスクリプション期間：
エンロールメント

このオプションを利用するには、VIP セレクトの適用を受けた上で、3 年契約の契約に同意する必要があ
ります。契約は、VIP 管理者のプロファイルで Adobe.com にログインし、アカウント管理ページから見
ることができます。

VIP セレクトおよび3年契約の選択について詳しくは、7 - 8ページの「VIP セレクト」を参照してください。

ライセンスの追加と導入
重要な期日
更新

サポートおよび関連資料

* 延長サブスクリプションを選択している VIP メンバーは、VIP セレクト 3 年契約を利用することはできません。
** VIP メンバーの購入価格は、VIP メンバーと販売店との交渉で決定します。
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アドビ VIP プログラムガイド エンロールメント

エンロールメント

VIP のエンロールメントはシンプルです。VIP 取扱可能な販売店に連絡し、アドビ製品を注文します。

エンロールメントの方法

VIP のエンロールメントをおこなうには、VIP 取扱可能な販売店に連絡し、以下の基本情報を伝えてください：
• マーケットセグメント（教育機関）
• 教育機関の名称

ご注意ください

サブスクリプション期間中の注文に
は、必ずお客様に割り当てられた VIP
ID を使用する必要があります。既存

の VIP メンバーに対して、販売店が

新たなエンロールメントを提出する
と、新しい VIP ID が発行されますの

でご注意ください。この場合、お客

様は、2 つのアカウントを保有するこ

とになりますが、両方のアカウント
の購入ライセンスを合算して、より

高いディスカウントレベルを達成す
ることはできません。なお、お客様

の都合で複数の VIP ID が必要な場合
には、管理者が Admin Console から
ID を切り替えながら、アカウントを
管理することができます。

• 住所

• お客様の VIP 管理者の氏名と電子メールアドレス

販売店から VIP への招待状（電子メール）が届きます。VIP 管理者は、内容をよく読み、VIP の条件に同意してからご購
入ください。

VIP の条件

バリューインセンティブプラン（VIP）への招待状には VIP の条件が含まれ、VIP メンバーは必ずこれに同意する必要が

あります。VIP プログラムの条件に同意すると、お客様の教育機関はライセンス管理ツール（Admin Console）にアク

セスできるようになります。

VIP ID：お客様のアカウント ID となります

エンロールメントが完了したお客様には、固有の ID 番号として、VIP ID が発行されます。VIP ID は、販売店から VIP へ
の招待状が送信された時点で発行されます。VIP ID は、販売店にライセンスを注文する際に必要となりますので、紛失
することのないよう保持してください。VIP ID は、お客様の VIP メンバーシップが継続する限り有効です。
初回注文

お客様に VIP ID が発行されたら、販売店に対して初回注文を提出することができます。なお、エンロールメント時だ
けでなく、サブスクリプション期間中はいつでもライセンスの注文が可能です。お客様の契約応当日は、初回購入承

認日（PA/PO 番号発行日）、また PA/PO 番号を使用しない場合、初回注文のアドビ受領日（LWS に反映された日）のい
ずれか早い日から 12ヶ月後に自動的に設定されます。

別の項目へ移動：
VIP の概要

VIP セレクト

サブスクリプション期間：

エンロールメント

ライセンスの追加と導入
重要な期日
更新

サポートおよび関連資料
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アドビ VIP プログラムガイド エンロールメント

VIP への参加方法：手続きは簡単、迅速です

VIPメンバーシップに参加してソフトウェアライセンスを購入するまでの手続きは、簡単で時間もかかりません。
まずは、販売店に VIP への参加をリクエストしてください。VIP メンバーシップは、教育機関の規模にかか

わらず、各学校や学部で少数のライセンスを注文する場合であっても、メリットを享受することができます。

利用開始までのプロセス（例）

ライセンスの追加日から 30 日以内に、注文をアドビに提出する必要があります。
30 日間

エンロールメント

ライセンスの追加

お客様が販売店に
VIP への参加を相談

VIP 管理者がライセンスを追加
同時に、PA（購入承認）が発行 *
VIP 契約応当日が仮設定
正式な VIP の
招待メールを受け取り、
VIP の条件に同意

販売店に VIP への参加をリクエ

ストし、必要となるお客様の情
理者は、最初にライセンス管理

ツール（Admin Console）にアク

アドビの受注処理が完了
VIP 契約応当日が確定

ライセンスの追加
1.

報を提供します。

2. VIP 管理者を指定します。VIP 管

販売店様に PO（発注書）を提出
（PO には、PA 番号を記載）

「ライセンス追加」の通知を
VIP 管理者と販売店に送付

エンロールメント
1.

注文の提出

VIP 管 理 者 が Admin Console か

ら、ま た は 販 売 店 に 依 頼 し て、
ライセンスを追加し、初回注文
を提出します。**

2. サブスクリプション期間中は、

セスして、ライセンスの追加や

ユーザーの管理をおこなう役割
を担います。

Admin Console からいつでも簡

単にユーザー指定ライセンスを
追加できます。

また、VIP 管理者は、AdobeID を
VIP メンバーシップ ID 番号に関

連付ける必要があります。すで

お支払いと更新
1.

VIP ID が発行されてから 30 日以
内に、初回導入ライセンスのお

支払いまたは発注をおこなう必
要があります。

2. サブスクリプション期間の満了
時に、メンバーシップを更新す
るには、契約応当日の 30 日前か

ら契約応当日までの間に更新注

文を提出する必要があります。
その際、一部のライセンスのみ

の更新や製品の変更も可能です。

に Adobe ID を 保 有 し て い る 場
合 は、そ の ID を 使 用 し、Adobe
ID がない場合は、新たに ID を作
成します。

3. 正式な VIP プログラムへの招待

状と VIP ID を電子メールで受け
取ります。

4. VIP の条件に同意します。

VIP への参加をお待ちしています

VIP なら、初期コストを抑え、必要な予算を予測することが可能です。また、購入ライセンス数に応じて、ボリュームディ

スカウントも適用されます。さらに、お客様の購入サイクルに合わせて契約応当日を設定することで、ソフトウェアの
コンプライアンス管理も容易になります。

別の項目へ移動：

ぜひ、VIP 取扱可能な販売店までお問い合わせください。

VIP の概要

VIP セレクト

サブスクリプション期間：

エンロールメント

ライセンスの追加と導入
重要な期日
更新

サポートおよび関連資料

* 製品によってはライセンスの追加と PA（購入承認）の作成ができない場合があります。詳しくは、アカウントマネージャーにお問い合わせください。
** 中華人民共和国（中国）においては、エンタープライズ版およびデバイスライセンスは、提供されていません。
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「Admin Console の お か
げで、すべてを系統的に
管理することができます」
Sympoz
生産技術
シニアマネージャー
Justin Lang 氏

ライセンスの追加と導入

VIP のエンロールメントが完了したら、ライセンスの追加と導入は簡単です。ライセンス管理ツール（Admin
Console）を使用して、オンラインでユーザー指定ライセンスを追加し、教職員、学生・生徒、および管理者

ご注意ください

ライセンスを割り当てるユーザーが

Adobe ID を保有している場合には、
Adobe ID の電子メールアドレスを入
力してください。

にソフトウェアが導入されたことを通知することができます。デバイスライセンスの追加については、販

売店にお問い合わせください。また、授業や学習および管理上のニーズの変化に応じて、Admin Console か
ら簡単にライセンスの割り当てや解除をおこなえます。

Admin Console で簡単にライセンス管理

VIP で提供されるグループ版またはエンタープライズ版製品を
購入した教育機関がライセンスを一元的に管理することがで

きる使い易いツールです。また、エンタープライズ製品では、
IT 管理者向けのグループ管理、製品管理、アクセスレベル制御

VIP の製品オプション *：

Creative Cloud 教育機関向け、Acrobat DC、

Adobe Stock、Captivate、Presenter Video
Express など

機能もご利用いただけます。

• ユーザー指定ライセンスまたはデバイスライセ

Console のヘルプページ」を参照してください。

• Admin Console でライセンスを管理：ライセン

製品の管理の詳しい情報については、Adobe.com の「Admin

ライセンスの追加

ライセンスの注文は、VIP のサブスクリプション期間中いつ
でもおこなうことができます。販売店に連絡するか、または

Admin Console からライセンスを追加し、販売店に注文を提出

してください。なお、デバイスライセンスの追加については、
販売店にお問い合わせください。なお、デバイスライセンスの
追加については、販売店にお問い合わせください。

注記：販売店を追加管理者に指定して、メンバーアカウントの

管理をサポートしてもらうことは可能ですが、販売店がメイン
管理者となることはできません。

ンス

スの追加や導入、およびユーザーの追加や再割

り当てが可能

• エキスパートによるトレーニングと高度なサ
ポート

• 簡単で迅速な導入

Creative Cloud エ ン タ ー プ ラ イ ズ 版、Acrobat

DC エ ン タ ー プ ラ イ ズ 版、Captivate、Presenter

など

• エンタープライズレベルの機能を求める中規模
教育機関や学部および大規模教育機関に最適

• 高度で強固な学内 IT インフラおよびサポート
体制が必要

• Admin Console でライセンスを管理：ライセン
スの追加や導入、およびユーザーの追加や再割

り当てが可能

• エキスパートによる 1 対 1 のトレーニングセッ
ション

別の項目へ移動：
VIP の概要

• IP 保護のための Federated ID ／ SSO

VIP セレクト

提供される製品の最新の一覧については、アドビ

サブスクリプション期間：
エンロールメント

ライセンスの追加と導入
重要な期日
更新

サポートおよび関連資料

*中華人民共和国（中国）においては、提供されるライセンスが異なります。

購入プログラム比較ガイドをご覧ください。

詳細と製品一覧については、「アドビ購入プログラム 比較表」を参照してく
ださい。
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「当社では、デスクトップ
製品と比較してライセン
ス 費 用を20% も削 減 で
きました。今 後も、ずっ
と Adobe Creative Cloud
グ ル ープ 版 を 使 用する
つ も り で す。い ま や、
CreativeCloud は、ク リ エ
イティブな新規事業へ
の投資と展開において、
また、クライアントに迅
速で優れたサービスを提
供する上で、当社の重要
な基盤の一部となってい
ます」
Gabia 営業部門ダイレクター
Kwangyoon Won 氏

お客様の VIP 管理者は、Admin Console から直接、対象製品のユーザー指定ライセンスを追加し、すぐに導入すること
ができます。追加したライセンスは、ユーザーへの割り当てがされていなくても導入済みとみなされます（注記：ユー

ザー指定ライセンスのアプリケーションとサービスを使用できるのは、ライセンスが割り当てられたユーザー個人に

限られます）。また、ライセンスの導入前に、販売店に対して製品の注文をおこなうことも可能です。ユーザー指定ラ
イセンスは、1 ライセンスにつき 2 デバイスまでのユーザー認証（アクティベーション）が可能です（ただし、同時に使
用することはできません）。

ライセンスの追加から 30 日以内に購入注文またはお支払いが必要

VIP メンバーは、ライセンスを追加した日から 30 日以内に購入注文またはお支払いをおこなう必要があります。ライ
センスの追加から 30 日を経過しても注文がおこなわれなかった場合には、アドビが注文を受理するまで、ライセンス
や製品を追加することができなくなります。さらに、ライセンスの追加／導入から 60 日を経過しても注文がおこなわ
れなかった場合には、アドビはそれらのライセンスの使用を停止することができます。
ライセンスの削除

ライセンスを追加してから 30 日以内であれば、ライセンスの追加を取り消すことができます。ライセンスの削除は、
販売店に依頼してください。なお、追加してから 30 日を過ぎたライセンスは、削除することができません。

重要

リマインダー：お客様が Admin Console を使用してユーザー指定ライセンスを追加した場合でも、販売店に追加／導入した
ライセンスの注文を提出する必要があります。注文がおこなわれなかった場合には、ライセンスの使用が停止されることが
ありますのでご注意ください。

導入管理

VIP の主な特長のひとつが導入管理です。VIP 管理者は、Admin Console を利用して、追加／導入済みのライセンスが
現在どのユーザーに割り当てられているかといった情報を見ることができます。さらに、Admin Console から、ライ
センスの割り当て、解除、再割り当てをおこなうことができます。
ライセンスの割り当て

Admin Console にユーザー指定ライセンスを追加した後、VIP 管理者は、そのライセンスをユーザーに割り当てること

ができます。管理者はユーザーを個別または一括アップロード形式でコンソールに追加することができます。管理者
は追加されたユーザーに製品利用資格を割り当てることができます。割り当てられたユーザーには、製品へのアクセ
ス資格を通知する招待メールが送信されます。

デバイス単位のライセンス

VIP でのデバイス単位のライセンス注文

Creative Cloud 教育機関向けデバイス単位のライセンスを購入するには、販売店に注文を提出する必要があります。ア

ドビで受注処理が完了すると、注文した製品の導入プールが作成されます。例えば、CreativeCloud コンプリートプラ
ン 100 ライセンスと Photoshop50 ライセンスを購入すると、2 つの導入プールが作成されます。
デバイス単位のライセンスの認証（アクティベーション）

デバイス単位のライセンス認証（アクティベーション）はパッケージ作成ツールで作成したインストールパッケージ

をコンピューターに導入した後におこなわれます。これは、手動の場合も、サードパーティ製のツールを用いた場合

も同じです。なお、デバイス単位のライセンスが割り当てられるのは、指定された教室や研究室のデバイス上で最初
のアプリケーションが起動した時点となります。

別の項目へ移動：
VIP の概要

VIP セレクト

サブスクリプション期間：
エンロールメント

ライセンスの追加と導入
重要な期日
更新
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アドビ VIP プログラムガイド ライセンスの追加と導入

学生・生徒所
有の PC での
使用

VIP は、大学を含む教育

ライセンスを使用できる地域

VIP のライセンスは、教育機関の教員と職員が居住している国ごとに購入する必要があります（ただし、教育機関の教

員と職員が欧州経済地域（EEA）に居住している場合は、EEA が国に相当します）
。なお、この地域制限とエンドユーザー
ライセンス契約（EULA）の条件に不一致があった場合には、地域制限が優先するものとします。

機関の BYOD（個人所有

中国における VIP

環境に対応しています。

が適用されます。

の 機 器 の 持 ち 込 み）の

詳しくは、4 ページを参
照してください。

中華人民共和国（以下、「中国」と称します）で使用するライセンスを購入する場合には、次のルールおよび制限事項
• 中国で導入および使用するライセンスに関しては、別途、専用の VIP 契約が必要になります（以下「中国向け VIP 契約」
と称します）。

• 中国向け VIP 契約は、他の国または地域でライセンスを購入するために用いることはできません。中国で使用するラ
イセンスは、中国内のアドビ製品取り扱い販売店を通じて購入する必要があります。

• 中国で VIP ライセンスを購入できる製品については、「アドビ購入プログラム 比較表」を参照してください。ただ
し、現時点では、中国で提供されるライセンスには、各種サービスは含まれません。

返品

VIP メンバーシップにもとづいて購入したライセンスを返品できるのは、次のいずれかの理由に該当する場合に限られ
ます。

ただし、いずれの場合も、注文内容をすべて返品することおよび返品の対象となるライセンスが使用されていないこ
とが条件となります。

• VIP メンバーがエンドユーザー使用許諾契約書（EULA）の規定に同意しない場合。

• 納品された製品、プラットフォーム、または数量に誤りがあった場合（アドビからの出荷にミスがなく、販売店がお
客様の注文内容を誤ってアドビに発注した場合も含まれます）。

• 二重出荷または二重請求があった場合（販売店からの二重注文によるもの）。
デバイス単位のライセンスの返品

注文から 14 日以内に限り、購入したライセンスを返品することが可能です。返品をおこなう場合には、販売店に連絡
してください。なお、注文の提出から 14 日を過ぎたライセンスは、返品することができません。
消耗型アイテムの返品

当該製品の条件に返品可能であることが明記されていない限り、一部でも使用した消耗型アイテムは返品できません。

重要

注文の返品にはアドビの承認および商品返品承認（RMA）の発行が必要となります。返品リクエストは、ライセンスの発注

日から 14 日以内に販売店に対しておこなわれなければなりません。返品リクエストには、返品理由を明記した上で元注文

の日付を証明するものを添付してください。

VIP メンバーシップの終了

一度、VIP のエンロールメントをおこなうと、VIP メンバーまたはアドビのどちらかがメンバーシップを終了するまで
継続します。VIP メンバーがメンバーシップを終了する場合は、終了の 30 日前までにその旨を通知してください。ア

ドビはプログラムを終了させます。また、VIP メンバーにプログラムの条件違反があった場合には、アドビはそのメンバー

シップを終了させることができます。なお、プログラムの条件は随時変更される可能性があります。条件が変更され
たときには、次のログイン時に変更内容が表示されます。

別の項目へ移動：
VIP の概要

VIP セレクト

サブスクリプション期間：
エンロールメント

ライセンスの追加と導入
重要な期日
更新
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アドビ VIP プログラムガイド 重要な期日

重要な期日

VIP では、ライセンスを継続的に管理し更新するために重要な期日があります。たとえば、VIP のエンロー
ルメント完了後に初回注文を提出すると、「契約応当日」が確定し、それにもとづいてライセンスの更新期
限が決定します。

契約応当日

VIP プログラムでは、契約応当日を基準として、以下のような重要な期日が決定されます：
• 毎年の契約応当日に、ライセンスを更新する必要があります。

• サブスクリプション期間中に購入したすべてのライセンスは、契約応当日に有効期限が終了します。

注記：サブスクリプション期間は、ライセンスを追加した日から開始し、契約応当日の前日に終了します
（詳しくは、17 - 18 ページ の「更新」を参照してください）。

• 月割り開始日は、契約応当日と同じ日付となります（詳しくは、13 ページの「月割り開始日」を参照してください）。
• 契約応当日がすべての月割り計算の基準日となります。

お客様の契約応当日は、初回購入承認日（PA/PO 番号発行日）、また PA/PO 番号を使用しない場合、初回注文のアド
ビ受領日（LWS に反映された日）のいずれか早い日から 12ヶ月後に自動的に設定されます。例えば、ABC 社からの初
回注文をアドビが 2018 年 1 月 16 日に受領した場合、最初の契約応当日は 2019 年 1 月 16 日となります。

支払い前の使用期間

支払い対象のサブスクリプション期間

VIP利用
条件の同意

更新期間

ライセンス数

契約応当日

月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

更新期間

1
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アドビ VIP プログラムガイド 重要な期日

VIP 契約応当日までのタイムライン

月割り開始日

追加されたライセンスのサブスクリプション料金は、使用期間にもとづいて月割りで計算されます。月割りのサブス
クリプション期間は、常に 1ヶ月単位となります（日割り計算はされません）。VIP では、サブスクリプション期間を 1ヶ
月単位に調整するために、契約応当日を基準として月割り開始日を決定します。

実際にライセンスを追加した日付にかかわらず、月割り計算の開始日（ライセンスサブスクリプション期間の開始日）
は契約応当日と同じ日付に設定されます。また、月割り計算の終了日は契約応当日の前日となります。例えば、契約
応当日が 2016 年 1 月 15 日の場合、月割り開始日は毎月 15 日に設定されます。

例

教育期間 XYZ の契約応当日は、2017 年 2 月 16 日です。教育期間 XYZ が 2016 年 10 月 1 日にライセンスを追加した場合
でも、月割り開始日は 10 月 16 日となります。この場合、4ヶ月分のサブスクリプション料金を支払う必要があります

（2016 年 10 月 16 日から 2017 年 2 月 15 日までの期間）
。この例では、追加ライセンスのユーザーは、10 月 1 日から 10 月 15 日
までの 15 日間、無料でソフトウェアを使用することができます。

支払い対象期間

VIP メンバーシップの支払い対象期間とは、各年に VIP メンバーがライセンスのサブスクリプション料金を支払う期間
のことです。支払い対象期間は、月割り開始日から始まり、契約応当日の前日に終了します（すべてのサブスクリプショ
ンが同じ日に終了します）。

重要

• ライセンスを追加した日付にかかわらず、サブスクリプション料金は丸 1ヶ月分として計算されます。

• 支払い対象期間の開始日より前にライセンスを追加することも可能です。VIP メンバーは、必要なときすぐにソフトウェ
アを導入することができます。

契約応当日と消耗型アイテム

Adobe Stock のクレジットなど、一部の製品は消耗型アイテムです。消耗型アイテムは、購入後に使用します。追加購
入も可能です。消耗型アイテムは、サブスクリプション期間中、対象製品にアクセスして使用できるユーザー指定ラ

イセンスやデバイス単位のライセンスとは異なります。消耗型アイテムは、原則としてサブスクリプション期間の終

了時に失効します。ただし、一部の消耗型アイテムの失効日と購入サイクルは、VIP メンバーシップの契約応当日と現
在のサブスクリプション期間とは異なる場合があります。詳しくは、アカウントマネージャーに問い合わせるか、各
製品の条件をご確認ください。
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アドビ VIP プログラムガイド 更新

更新

VIP 管理者がライセンスの更新をスムーズに進められるよう、契約応当日が近づくと、Admin Console と電

子メールの両方で更新期日が通知されます。VIP は、お客様のライセンスニーズに応じてフレキシブルな更
新が可能です（製品の変更、ライセンスの追加、ライセンス数の調整など）。

ライセンスの更新

お客様が VIP で購入した製品を継続して使用するためには、毎年の契約応当日にライセンスの更新をおこなう必要が
あります。更新の際は、販売店に連絡し、更新注文を提出してください。更新期限が過ぎても更新注文が提出されな
かった場合には、該当するライセンスが削除されます。

更新期間

ライセンスの更新期間は、契約応当日の 30 日前から契約応当日までの間となります。VIP メンバーは、この期間内に
販売店に更新注文を提出する必要があります。

更新の通知

更新の通知は、以下のタイミングでアドビから VIP 管理者宛に電子メールで送付されます：
• 契約応当日の 30 日前（更新期日の通知）

• 契約応当日の当日（更新期日が過ぎていることの通知）

• 上記の期間を過ぎても更新注文が提出されない場合は、事前に通知の上、ライセンスが削除されます。

全ライセンスの更新

VIP メンバーが既存のライセンスをすべて更新する場合は、販売店に連絡し、更新注文の見積もりを取った上で発注を
おこなってください。その際、ライセンス管理ツール（Admin Console）からの操作は必要ありません。

更新期間中に、VIP 管理者が Admin Console にログインすると、契約応当日が近づいているため、更新注文を販売店に

提出してくださいとの通知がアラートに表示されます。
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アドビ VIP プログラムガイド 更新

契約応当日における製品の変更

契約応当日に VIP の製品を変更する場合は、販売店への更新注文を通じて変更をおこないます。製品を変更した場合、
VIP メンバーは、アドビの受注処理が完了した後に、Admin Console から以下の操作をおこなう必要があります：
1. Admin Console で、製品の割り当てを解除するユーザーを指定します。
2. 新しく追加した製品のライセンスをユーザーに割り当てます。

一部のライセンスの更新

更新期間に一部のライセンスだけを更新する場合は、販売店に連絡し、更新するライセンス分の発注をおこないます。
さらに、アドビの受注処理が完了した後、VIP 管理者は、更新期間中（契約応当日の前の 30 日間）に、Admin Console

から削除するライセンスを選択します。なお、VIP 管理者が削除するライセンスを選択しなかった場合には、次の優先
順位で自動的にライセンスが削除されます：

1. ユーザーが割り当てられていないライセンス
2. 最後に割り当てられたライセンス

ライセンスの失効

契約応当日までに更新されなかったライセンスは、失効したものとみなされ削除されます。

失効して Admin Console から削除されたライセンスを再度使用するためには、新たにライセンスを発注し、エンドユー

ザーまたはコンピューターに対してライセンスの再割り当てをおこなう必要があります。ユーザー指定ライセンスの
場合は、併せて、エンドユーザーが Adobe.com からストレージの再同期をおこなう必要があります。

ライセンスの削除

更新期日から 31 日が経過してもライセンスが更新されなかった場合、アドビは次の優先順位で更新されなかった分の
ライセンスを削除します：

1. ユーザーが割り当てられていないライセンス
2. 最後に割り当てられたライセンス
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サポートおよび関連資料

VIP のエンロールメント時はもちろん、サブスクリプション期間中も継続してお客様が VIP プログラムのメリッ
トを最大限に受けられるよう、販売店がお客様に必要な情報とサポートを提供します。

オンライン資料

Creative Cloud 教育機関向け

Admin Console ヘルプ

Creative Cloud Packager のヘルプ

アドビバリューインセンティブプラン（VIP）の条件

Creative Cloud エンタープライズ版
Adobe Acrobat DC

カスタマーサービス

Creative Cloud 教育機関向けデバイスライセンスのヘルプ

アドビ購入プログラム

VIP プログラムに関するご質問は、該当する地域のアドビカスタマーサポートへお問い合わせください。

• オーストラリア

• オランダ

• ベルギー、フランス、スイス（フランス語対応）

• 東南アジア

• オーストリア、ドイツ、スイス（ドイツ語対応）
• イタリア、スイス（イタリア語対応）
• 日本
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• ニュージーランド
• スペイン

• スウェーデン
• イギリス

• 中南米

上記以外の地域では、アドビ購入プログラムヘルプから問い合わせ先の情報を確認するか、または所在する地域の販
売店にお問い合わせください。

アドビ VIP プログラムについて詳しくは：

VIP 取扱可能な販売店（こちらから検索）にお問い合わせください。
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