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FAQの内容は変更される場合があります。

分類 質問 回答

概要 全印工連が特別ライセンスプログラム事業を行う目的

(1)組合員へ継続的な「組合価値」を提供
(2)業態変革実現へ向けての具体的なツールを提供
(3)社会変化へ対応すべく、インフラ整備の促進をお手伝い
(4)業界、組合員におけるコンプライアンスを獲得

概要 本プログラムの対象製品 Creative Suite 5 Design Premium及びDesign Standardの2製品

概要 本プログラムに件に関する問合先

全日本印刷工業組合連合会
事業課（本間・池尻・藤井）
電話03-3552-4571FAX03-3552-7727
e-mail:info@aj-pia.or.jp

概要 今後他団体等での同様のライセンスプログラムの実施は考えられるか？
いいえ、団体向けの特別プログラムは全印工連のみであり、今後同様のラ
イセンスプログラムの実施の予定はありません。

使用許諾
すでにCLP契約を締結し、置換え対象の製品を所有している場合はどうな
るか？

CLPユーザも参加可能です。ただし、参加条件(総DTP用PCへのDesign
Premium及びDesign Standardの100％導入や、置換え対象となる旧製品
の廃棄等)にご同意をいただく必要があります。

使用許諾 契約期間中、購入本数内であればMacからWinへの切り替えは可能か？
可能となる方向で調整中です。なお、同一PCであっても、Mac版Win版それ
ぞれを同時インストール、同時起動することはNGです。また、インストール
メディアについては、Mac/Winで別になるので別途購入が必要です。

使用許諾 2ndマシンへのインストールは許諾されますか？
2ndマシンが次の内容に対応すれば利用OKとなります。つまり、許可され
たユーザが、DTP業務目的のためにのみ、かつその使用が同時使用とな
らないことを条件に、対象製品を自宅で使用することが可能となります。

使用許諾
MacOSのBootCampでMac/Winの両環境にCS製品をインストールした場合
の必要ライセンス数は何本になりますか？

BootCampでMac/Winの両環境でCS製品をご利用になる場合は2ライセン
ス分が必要となります。どちらかのOSのみでCS製品をご利用になる場合
は1ライセンスでOKとなります。

使用許諾

BootCampでWin/MacでCS製品を導入するには、Windows用、Mac用の2ラ
イセンスが必要なことは理解したが、例えば、MacOSで複数のバージョン
(例：MacOS10.4と10.6)それぞれにCS製品をインストールする場合も、それ
ぞれのVersion毎にライセンスが必要なのか？

いいえ、OSがWindows/Macで異なる場合はそれぞれ1ライセンス、合計2ラ
イセンスが必要になりますが、質問の例のように、同じOS(Macまたは
Windows毎)でVersion違いのOSがインストールされた同一PCに対象製品
をインストールする場合は、1ライセンスでOKとする方向で調整中です(本
特別プログラムに限定して)。

使用許諾

下位バージョン利用に関して質問です。現在10台のMac（OS9）で、
Illustator8を7本利用していますが、インストールメディア（CD-ROM）は7枚
しかありません。この場合でも、本プログラムで、CS5を10ライセンス分購
入すれば、すべてのMac（OS9）にIllustrator8を利用できますか？

はい、１０ライセンス分のCS5を購入すれば、現在持っているインストールメ
ディアの枚数に関係なく、10台分のMacにIllustraotr8をインストール可能で
す。

使用許諾
特別ライセンスプログラムでDesignStandardを必要数購入して、
Dreamweaverだけは、個別に購入して利用することは可能か？

はい可能です。ただ、はじめからDreamweaverが含まれているDesign
Premium CS5を本特別ライセンスプログラムで購入したほうが価格的、条
件的にお得になる可能性もあるので試算することをお勧めします。

DTP用PC定義 DTP用PCとは？

組版とデザインの機能およびプロセスに使用されるPCですが、以下のもの
は対象外となる方向で調整中です。すなわち、スキャン、組版、RIP、画像
サーバー等の専用PCで、Design Premium及びDesign Standardと、それら
に含まれるポイント製品(例えば、PhotoshopやIllustrator、ただしAcrobatは
除く)がインストールされていないことが条件です。また、Master
Collection、Web Premium、Web StanardまたはProduction Premiumがすで
にインストールされているPCもDTP用PCから除く方向で調整中です。

DTP用PC定義
Prepress現場で利用しているスキャナー専用MacがありPhotoshopがイン
ストールされているが、これはDTP用PCの定義に含まれるか？

はい、プリプレス、制作、デザイン部門等で使われているMac/Winで、アド
ビのDTP製品がインストールされているPCはDTP用PCの定義に含まれま
す。

DTP用PC定義
モリサワの組版ソフトだけがインストールされているPCがある。アドビ製品
は一切インストールされていない。このPCはDTP用PCの定義に含まれる
か？

いいえ、専用機で、アドビのDTP製品がインストールされていないPCは、
DTP用PCにはカウントされません。同じく、RIP用PC、画像サーバ用PC、
Win/Macが動作しないDTP専用機も対象外とする方向で調整中です。

DTP用PC定義
営業部門（Prepress、制作部門以外）にMacがあり、アドビDTP
製品がインストールされている。これはDTP用PCとみなされる
か？

はい、たとえ営業部門であっても、アドビDTP製品がインストールされてい
ればDTP用PCの定義に含まれます。

DTP用PC定義
営業部門にあるPCにAcrobatだけがインストールされている、これはDTP
用PCか？

いいえ、Acrobat単体のみインストールされているPCではDTP業務は不可
能であり、DTP用PCの定義には含まれません。

DTP用PC定義
プリプレスの現場に沢山のMacはあるが、DTP用として主として利用してい
るPCは一部しかない。この主力DTP用PCだけでプログラムに参加可能
か？

いいえ、利用頻度に関係なく、全てのDTP用PCが対象になります。仮に不
要なDTP用PCがあるのであれば、契約開始までに廃棄すればDTP用PC
のカウント対象から外すことが可能となります。

DTP用PC定義
スキャン専用PCで、アドビ製品は一切インストールされていないPCはDTP
用PCになるか？

いいえ、専用機でアドビ製品がインストールされていないPCは対象外とす
る方向で調整中です。

DTP用PC定義 Acrobatがインストールされている事務専用PCはDTP用PCか？
いいえ、事務専用PCはDTP用PCとしてのカウントは不要です。インストー
ルされている製品(Acrobat)は、これまでと同様に、本特別プログラムとは
別に管理が必要となります。

DTP用PC定義
現在、DTP用PCとしてMac1台、Win2台でCS製品を利用。ただ、WinのCS
はほとんど利用していない。この場合は、Mac用の1台分だけ購入でも可能
か？

いいえ、利用頻度が低くても、DTP用途として利用していればDTP用PCの
対象となります。つまり、この場合は3ライセンス分のDesign Premiumまた
はDesign Standardの購入が必要です。

DTP用PC定義
物理的にCS5をインストールできないOS9のMacも対象PCに含めなければ
ならないのか？

はい、DTP用PCに含める必要があります。なお、現時点ではOS9のMacに
はCS5をインストールすることはできませんが、今回のプログラムに参加い
ただくことで、著作権侵害リスクやライセンス管理の軽減、及び、ソフトウェ
ア環境を統一する等、業務効率の向上のメリットがあります。

DTP用PC定義 DTP用と事務用とを兼用しているPCは対象となるか？
はい、DTP用として利用しているPCは、頻度にかかわらずDTP用PCとして
カウント対象となります。

DTP用PC定義
伝票処理（事務処理）だけで利用しているMacが、DTP用Macが置かれて
いるフロアと同じ場所にある。事務処理専用のPCはDTP用PCとして対象
外になるか？

はい、原則そのとおりですが、監査等の際に、間違いないく事務用PCであ
ると証明できるようにしておくことが重要です。

DTP用PC定義
サーバー上でファイル変換しているPCがあり、Acrobat以外にはアドビ製
品はインストールされていないが、これもDTP用PCに定義されるのか？

いいえ、AcrobatしかインストールされていないPCは、DTP用PCの対象に
は含まれない方向で調整中です。

DTP用PC定義 Web制作専用のPCは、DTP用PCの定義に含まれるか？

いいえ、Web制作専用PCは対象外とする方向で調整中です(DTP兼用PC
の場合は対象となります)。ただし、Design Premiumには、Web制作ツール
(DreamweaverやFlash)も含まれているため、今後の導入計画と、今回の特
別プログラムでDesign Premiumを購入するのと、どちらがメリットがあるか
試算されることをおすすめします。

DTP用PC定義
Master Collection、Web Premium、Web Standard、Production Premium
を所有しているのですが、それらのライセンスも置換え対象としないといけ
ないのか？

いいえ、これらの製品が導入されているPC/Macは、DTP用PCの定義から
外す方向で調整中です。

ダウングレード 旧バージョンのインストールメディアの入手は可能か？
全印工連からの旧バージョンのインストール・メディア（CD-ROM）の提供は
不可です。

ダウングレード
旧バージョンのインストールメディア及びライセンスKeyはどのように入手
すればいいのか？

旧バージョンのインストールメディアについては、すでに各会員様毎に所有
しているものを利用するか、お持ちでない場合は、本プログラムに参加して
いる会員間で共有することは可能となる予定です。ただ、それ以外の場
合、旧バージョンは原則ご利用いただくことはできません。なお、旧バー
ジョン製品のインストールの際に必要となるシリアルKeyの発行については
現在調整中です。
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ダウングレード
通常のルールでは、ダウングレード元（最新バージョン）を削除すれば、
バージョンアップ履歴の製品は削除しなくても良いか？

削除しなければいけないのは、ダウングレード元(最新バージョン)のみで
す。たとえば、CS2→CS3→CS5とバージョンアップ履歴があり、CS5から
CS4にダウングレードした場合、PCから削除しなければならないのはCS5
となります。

ダウングレード 下位バージョンのダウングレードは、Illustrator8でもOKか？
はい、ただしインストール用メディア（CD-ROM）は各会員様ご自身で用意
する必要があります。

ダウングレード
現在Mac(OS9）でPublishing Collectionを利用中です。本プログラムでCS5
を購入しても、今まで通りにPublishing Collectionのライセンスが利用でき
るか？

はい、Design Premium/Design Standard CS5毎に含まれる製品の旧バー
ジョンであればダウングレード利用が可能ですので、これまでどおりして利
用可能です。

M&S
1年後のライセンス補正で導入台数が増えた場合、M&S費用はどうなる
か？

増えた分のライセンス費用と、M&Sについては、過去6ヶ月分＋これからの
1年分=1．5年分の費用が必要です。

M&S
今後M&Sを支払い続ければ、都度都度のバージョンアップ費用は必要なく
なるのか？

はい、M&Sがあれば、無償で最新バージョンをご利用いただくことが可能と
なります(インストール・メディア代金は別途必要となる予定)。

M&S
Design Premium/Design StandardのCS5を購入済み。その場合はM&Sの
支払いだけでOKか？

M&Sのみで可能です。

M&S ライセンス購入申込書にある「サポートの提供」とはM&Sのことか？ はい、最新バージョンの無償提供（M）と技術サポート（S）となります。

M&S
技術サポート窓口はどうなるか？具体的なサポート内容について教えて欲
しい。

全印工連がサポート窓口となり、各会員への問合せ等、サポートを提供し
ます。なお、実際のサポートは、外部組織に業務委託することも含めて現
在検討中です。また、具体的なサポート内容についても現在調整中です。

申込み 本プログラム開始後（申込み締切り後）に途中参加することは可能か？ 不可です。契約期間の2年間は加入、離脱はNGとなります。

申込み 本ライセンス申し込み期限はいつまでか？ 11月15日（月）迄にお願いします。

申込み 入金期限についてはどうか？ 11月19日（金）迄にお願いします。

申込み
セミナー終了後１週間以内に申し込みと特典があるとのことだが、いつから
の１週間か？

各地区毎のセミナー開催の翌日から7日以内となります。

申込み
Design Premiumを5ライセンス、Design Standardを10ライセンス、合計15ラ
イセンスを購入する場合に、価格表で適用される金額は、それぞれれ11ラ
イセンス以上の価格が適用されるのか？

はい、Design Premium、Design Standardの合計本数が11本以上となれ
ば、どちらかの本数が10本以下であっても、両製品とも11本以上の価格が
適用されます。

申込み セミナー開催後の7日の期限には申し込みたいが不明点がある場合は？
疑義ある場合は、7日以内にお申込みを頂ければ7日以内に申し込みをい
ただいたと見なします。

申込み 申し込んだ後に台数は増やせるのか？
申し込み時点ではDTP用PC台数分の申し込みが必要です。契約期間中に
増えた台数分は、1年後のライセンス補正の際に申告及びお支払い(ライセ
ンス費＋M&S費)をお願いします。

申込み
オフィス所在地が別々の場所にあるが、ライセンス申し込みの方法は一括
か分割か？

本社単位でまとめて申込み/発注して、実際の利用場所と使用製品の明細
を別途お知らせいただくことになります。

申込み
現在CS4を所有している。プログラムに参加したいが１週間ではCS5に
Upgrade出来ない。どうすればいいか？

契約完了までにはCS5にUpgrade完了してください。

申込み
TLP/CLPでUpgrade Plan(対象期間中に常に最新バージョンを使う権利)を
すでに購入しているがどうすべきか？

すでにUpgrade Planに加入中であれば、本プログラムに参加するメリットは
あまりないかもしれません。試算をいただけますようお願いします。

申込み
11月15日申込み、11月19日送金完了という期限はとても厳しい。何とかし
ていただけないか？

アドビ社の年度末ゆえ引き出した好条件のため、なんとか皆さんの協力で
締結させたいと思うのでご協力をお願いします。

プログラム内容 これまでパッケージで購入してきた製品の廃棄方法を知りたいが？
ライセンス権(使用権)が置換(廃棄)されることになりますが、旧バージョン
のメディア、インストールシリアル等部材の廃棄は必須ではありません。

プログラム内容 総DTP用PCの申請は1年後か？

はい、ただし初年度からDTP用PC台数100%のライセンス購入をお願いしま
す。また、社員数に比べて、購入台数が不自然なバランスの場合は、お申
込みをお断りする可能性もあります。全印工連がライセンス管理の責任を
負う立場にあることからご了解をいただきたいと思います。

プログラム内容 契約期間のスタート日はいつになるか？
契約締結手続きを進めている最中のため確定していないが、12/1となるこ
とを想定している。

ライセンス補正
スタート時点(12/1と想定)では10台でスタートし、4/1に5台のPCが追加と
なった場合、翌年の12/1までの8ヶ月は無償で追加分のライセンスが使え
るのか？

翌年の12/1時点で、追加された5台分のライセンス費用と、過去6ヶ月分の
M&S及びこれからの1年分のM&S費が発生するが、4/1～5/31までの約
2ヶ月分は無償で使える期間となる。

2年後について 2年後は、M&S費のみの支払いでOKか？
契約期間2年後は、ライセンスの追加がなければM&S費のみとなる予定で
すが、3年目以降の契約については別途必要となるため、それを確約でき
るものではありません。

2年後について
全印工連を脱会したときに、購入したライセンスの扱いはどうなるか？TLP
に移行されるのか？

少なくとも、ELA契約期間の2年間は全印工連の管理下に置かれます。
ELA契約の有効期間終了後は、全印工連から組合員様にライセンス譲渡
手続きが可能です。なお、譲渡されたライセンスは、TLPやCLPとは別に、
通常ライセンスとなり、継続使用及びアップグレードの原資とすることも可
能です。

2年後について 2年後以降、契約が更新されない場合もあるのか？

先のことなので、絶対更新できると断言はできないが、組合員様にメリット
のあることであれば、可能な限り今後も継続をしていくという意思を全印工
連としては持っている。なお、万一契約が継続されない場合でも、契約前よ
りも利用条件が低下することのないように調整中です。

2年後について
2年後にELA契約が更新されない場合、下位バージョン利用の扱いはどう
なるか？

契約終了となった場合は、それぞれの会員様にライセンスは譲渡され、そ
の中で、下位バージョン利用の権利も維持される方向で調整中です。な
お、今回の特別プログラム限定で適用される条件もあり、契約が終了した
場合に、維持されない条件もありますので、それを明確にする資料を準備
中です。

購入例
現在単品製品のFlash CS5を5ライセンスも持っており、総DTP用PC台数が
10台あります。今回の特別プログラムによりDesign Premium、Design
Standardを各5台ずつ購入した場合、FlashCS5は置換え対象となるのか？

Flash CS5は、（Flash CS5が含まれない）Design Standardと組み合わせる
のであれば、置換え(廃棄)は不要となります。

購入例
Design Premium CS5、Design Standard CS5に含まれない製品の置換え
(破棄)は不要か？

CS5に含まれない製品の置換え（廃棄）は不要となります。置換え対象とな
るのは、CS製品、及び、CS5に含まれる単品製品の旧バージョンとなりま
す。

購入例
OS9とOS10の混在環境で合計20台のMacを利用しています。この場合、
CS5は20ライセンス分の購入が必要ですか？

はい、DTP用PCには100％導入が必要です。不要なPC(DTP用)があれば
プログラム申込時までに廃棄すれば、残ったPC台数分の購入でOKとなり
ます。この機会に不要なPC/Macの廃棄を検討されてはいかがででしょう
か？

購入例
パッケージ版Design Standard CS5をすでに購入しています。本プログラム
による最適なCS5製品の購入方法はどうなりますか？

一例ですが、本特別プログラムでDesign Premium CS5を購入し、現在利
用しているDesign Standard CS5は、機能性をあまり必要としない業務で利
用するといった配備も可能です(その際でも、DTP用PC台数分のライセンス
が必要となります)。

購入例
今後もPhotoshopとIllustratorの2製品しか利用しないPCがあるが、このPC
についてはDTP用PCの対象から外すことができますか？

いいえ、Desgin Premium及びDesign Standardに含まれる製品(ただし、
Acrobat単品は除く)をご利用になっているDTP用PCは、総DTP用PCのカ
ウント対象となります。

その他 Adobe社のプレゼン資料を公開して欲しい はい、開示可能な範囲で全印工連のWebサイトに公開しています。

その他 全体で6,000本に到達しなかったらどうなるか？
到達しないことを想定して回答はしたくありませんが、目標に到達しない場
合は、本特別プログラムの話はご破算になります。会員皆様のご協力をよ
ろしくお願いします。
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