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オートデスク、ソフトウェアとクラウド サービスを 
新パッケージで本日から発売 

 

オートデスク株式会社は、これまで業界／業務別に 7 種類提供してきたソフトウェア パッケー

ジ「Suite」の構成と提供方法を見直し、新たに 3 種類のパッケージ 

「Autodesk® Industry Collections」（オートデスク インダストリー コレクション）を 

本日 8 月 2 日（火）から発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

Industry Collections は、複数のソフトウェア、クラウド サービス、技術サポート、管理用ツー

ル、機能強化アップデートで構成されるパッケージで、利用期間を柔軟に設定できるサブスク

リプション方式で提供します。選択できる期間は 3 カ月、1 年、2 年、3 年です。アクセス権は

シングル ユーザー（個人）またはマルチ ユーザー（共有）が選択できます。各業界でさらに

必要になる専門機能や特殊なニーズに対応するために、業界別コレクションとは別にシミュ

レーションやデータ管理ツールなどのソフトウェアやクラウド サービスを用意しており、追加

購入することもできます。 

 

Industry Collections の発売に伴い、Suite 製品の販売は 7 月 31 日で終了しましたが、同製

品のサブスクリプションおよび保守プランをご利用のお客様には引き続き機能アップデートを

提供します。 

 

米オートデスク インク 上級副社長 アンドリュー・アナグノストのコメント 

「当社はサブスクリプション ビジネスに移行しました。サブスクリプションをご購入いただい

たお客様は、ソフトウェアの利用に際して高い価値、柔軟性、そして簡単なアクセスを期待

しています。Industry Collectionsは、必要なソフトウェアに、必要なタイミングでアクセスで

きる柔軟性を提供します。」 
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概要 

http://www.autodesk.co.jp/collections 
 

「Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection」 

建築、土木・インフラ業界向けの総合的なBIM / CIMパッケージ 

サブスクリプション 
タイプ 

 3カ月／1年／2年／3年 

 シングル ユーザー ／ マルチ ユーザー 

希望小売価格 
（税抜） 

 シングル ユーザー 3カ月の場合： 154,000円 

 シングル ユーザー 1年の場合：   410,000円 

 マルチ ユーザー 1年の場合：     533,000円 

付帯サービス 
（各タイプ共通） 

 最新バージョンと強化機能

の提供 

 前バージョンの使用 

 海外持ち出し 

 技術サポート 

 ストレージ（25GB） 

 管理ツールなど 

含まれるソフトウェア

とクラウド サービス

（各タイプ共通） 

 Revit® 

 AutoCAD® Civil 3D® 

 InfraWorks® 360 

 Navisworks® Manage 

 AutoCAD 

 AutoCAD 360 Pro 

 AutoCAD Architecture 

 AutoCAD Electrical 

 AutoCAD Map 3D 

 AutoCAD MEP 

 AutoCAD P&ID＊ 

 AutoCAD Plant 3D＊ 

 AutoCAD Raster Design＊ 

 AutoCAD Utility Design＊ 

 FormIt 360® Pro＊ 

 Insight 360＊ 

 ReCap 360™ Pro＊ 

 A360でのレンダリング 

 Structural Analysis for Revit＊

 Vehicle Tracking＊ 

 3ds Max® 

＊印は英語版を提供 

 

「Autodesk Product Design Collection」 

プロダクトデザイン、工場レイアウト設計など製造業界向けの総合パッケージ 

サブスクリプション 
タイプ 

 3カ月／1年／2年／3年 

 シングル ユーザー ／ マルチ ユーザー 

希望小売価格 
（税抜） 

 シングル ユーザー 3カ月の場合： 141,000円 

 シングル ユーザー 1年の場合：   376,000円 

 マルチ ユーザー 1年の場合：     489,000円 

付帯サービス 

（各タイプ共通） 
 最新バージョンと強化機能の

提供 

 技術サポート 

 ストレージ（25GB） 
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 前バージョンの使用 

 海外持ち出し 

 管理ツールなど 

含まれるソフトウェア

とクラウド サービス

（各タイプ共通） 

 Inventor® Professional 

 AutoCAD Electrical 

 AutoCAD Mechanical 

 AutoCAD 

 Fusion 360™ 

 Vault Basic 

 Navisworks Manage 

 AutoCAD Architecture 

 Factory Design Utilities＊ 

 3ds Max 

 A360でのレンダリング 

 AutoCAD 360 Pro 

 ReCap 360 Pro＊ 

 

＊印は英語版を提供 

 

「Autodesk Media & Entertainment Collection」 

ビジュアル エフェクトやゲーム開発業界向けの3Dアニメーション総合パッケージ 

サブスクリプション 
タイプ 

 3カ月／1年／2年／3年 

 シングル ユーザー ／ マルチ ユーザー 

希望小売価格 
（税抜） 

 シングル ユーザー 3カ月の場合： 98,000円 

 シングル ユーザー 1年の場合：  312,000円 

 マルチ ユーザー 1年の場合：    406,000円 

付帯サービス 

（各タイプ共通） 
 最新バージョンと強化機能の

提供 

 前バージョンの使用 

 海外持ち出し 

 技術サポート 

 ストレージ（25GB） 

 管理ツールなど 

含まれるソフトウェア

とクラウド サービス

（各タイプ共通） 

 Maya® 

 3ds Max 

 MotionBuilder®＊ 

 Mudbox® 

 Character Generator＊ 

 A360でのレンダリング 

 ReCap 360 Pro＊ 

 

＊は英語版を提供 

 

※希望小売価格は、日本における当該製品またはサービスに対するオートデスクのメーカー

希望小売価格（税別）を示します。希望小売価格にインストール費は含まれません。オート

デスク認定販売パートナー、販売店の販売価格はオートデスク認定販売パートナーおよび

販売店が決定します。 

希望小売価格は参考値としてご参照ください。その他の諸条件が適用される場合もありま

す。 

※ オートデスク認定販売パートナー、販売店から購入される場合の価格は、直接パートナー

や販売店にお問い合わせください。 
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「The Future of Making Things」 ～創造の未来～  について 
近年、新しい技術を利用した製造や建設、消費者の購買行動の変化、イノベーティブな製品を生

むコラボレーション環境などが組み合わさって、何かを作る方法が全く新しい方向に転換していま

す。これにより、世界の産業構造は著しい変化に直面しています。こうした変化に率先して対応す

るために、当社は「The Future of Making Things」 ～創造の未来～ という考え方の基、最新技

術を取り入れた幅広いアプリケーションとサービスを提供しています。お客様がこうした市場環境

の変化にも対応できるように、当社は将来必要になるデザインとワークフローを業界の先頭に

立って提案していきます。 

 

以上 

 

オートデスク株式会社概要 

本 社：   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 

設      立： 1985 年 4 月 1 日 

代表取締役： マイケル・キング 

資  本  金： 1 億円 

ホームページ： http://www.autodesk.co.jp 

Autodesk, Inc.会社概要 
オートデスクは、何かを作り出す方々のためにソフトウェアを開発しています。高性能車の運転、超高

層ビルへのあこがれ、スマートフォンの便利さ、すばらしい映画を見た感動。これらはオートデスクのソ

フトウェアを使った数百万人のお客様が作り上げた仕事から、皆さんが受けた体験です。オートデスク

は皆さんが何かを作るパワーを提供します。詳しくはこちらをご覧ください。 
www.autodesk.co.jp または https://www.facebook.com/AutodeskJapan/ 

 

Autodesk、3ds Max、AutoCAD、Civil 3D、FormIT 360、Fusion 360、InfraWorks、Inventor、Maya、
MotionBuilder、Mudbox、Navisworks、ReCap 360、Revit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。 
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