
VIPセレクトのディスカウントについて

VIPとVIPセレクトの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。

※コンプリートプラン、単体プラン、Acrobat DC（Pro、Standard）、Adobe Stockの合計ライセンス数になります。
※VIPセレクトのディスカウントレベルは、契約応当日の31日前のルックバックで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。

▼VIPディスカウントレベル表

一括での購入ライセンス数が、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。

VIPセレクト適用基準を満たし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、3年間の価格固定が適用されるVIP
セレクトの特典の一つです。お支払いは1年ごとです。3年契約に承諾した時点の保有ライセンス数が最低購入本数として
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。

VIPセレクト適用 ̶ 1回のご注文1

更新時のVIPセレクト適用 ̶ ルックバック（遡及）2
契約応当日の31日前に、アドビは、ルックバック（遡及）を実施し
てサブスクリプション期間中の合計ご購入ライセンス数を確定し
ます。ルックバックで確定したライセンス数に基づきメンバーシッ
プのステイタスがVIPセレクトになると、それ以降のご注文のディ
スカウントレベルに適用され、自動的に割引が適用されます。

Creative Cloudグループ版/Acrobat DCサブスクリプション版

10ライセンスから導入のお客様（企業、官公庁）向けのロイヤルティプログラム

VIPセレクトのご案内
VIPセレクトは、10ライセンス以上を購入されるVIPメンバーのためのロイヤルティプログラムです。
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メンバーシップ
エンロールメント日

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）

レベル 2 
価格

初回 5 本 購入 3ヶ月後
20 本 購入

8ヶ月後
30 本 購入

更新期間開始日

30日

31日

お客様の
契約応当日

計５本
計 25 本

計 55 本

レベル 1 価格

契約応当日の31日前にルックバックを
実施し、合計購入ライセンス数が10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。

ライセンス数が
増えるほど

割引額がアップ！

3年契約が追加されました！

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

導入したライセンスの管理に要する手間とコストを削減できること、それがVIPのメリットです。その上で合計10ライセンス以上ご購入いただくと、
メンバーシップのステイタスがVIPセレクトとなり、1回のご注文数にかかわらず、すべてのご購入ライセンスに対して同一のディスカウントレベル
が契約応当日まで適用されます。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日前の時点の本数に応じてディスカウントレベルが決定されますので、多くの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。 ※お客様のご購入価格は、販売店にお問い合わせください。  ※教育機関は本VIPセレクト ディスカウントレベルの適用対象外です。

※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。

3年契約でさらにお得に！

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
ステイタス

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



お問い合わせはこちらまで

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発注本数に応じて最大1年間のディスカウントレベルが設定
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31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。

このリーフレットに記載の情報は、2016年4月現在のものです。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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Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.
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新規発注のお客様

更新のお客様

アドビバリューインセンティブプラン（VIP）は、企業、官公庁および教育機関のお客様を対象としたサブスクリプション型のライセンスプログラムです。
アドビ製品の購入、導入、および管理を簡単に行うことができます。現時点では、Creative Cloudグループ版、Adobe StockおよびAcrobatをVIPでご購入
いただけます。

VIP
とは 

http://www.adobe.com/jp/howtobuy/buying-programs/vip.html
さらに詳しい情報は下記Webサイトをご覧いただくか、アドビ製品販売店までお問い合わせください。

※教育機関は本VIPセレクト ディスカウントレベルの適用対象外です。

※お客様のご購入価格は販売店にお問い合わせください。 

● Creative Cloud グループ版 コンプリートプラン
● Creative Cloud グループ版 単体プラン*

● Adobe Acrobat DCサブスクリプション版（個人版を除く）
● Adobe Stock（個人版を除く）対象製品

* Photoshop CC、Illustrator CC、InDesign CC、Muse CC、Dreamweaver CC、Animate CC、Premiere Pro CC、After Effects CC、InCopy CC、Audition CC

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！

1年毎に変わる可能性があるA

1年毎に支払いたいA 複数年をまとめて支払いたいB

今のメンバー数に変更予定はないB

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？START

割引率
大！

ライセンスの使用者数は固定されていますか？

VIPセレクトの選び方

複数年の一括前払いがオススメ！

● 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

メリット

* 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。

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

2016年4月 2017年4月 2018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
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


