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組織が購入するソフトウェアには、的確に
ニーズに対応する柔軟性が必要です。このた
め、私たちは、「すべてのユーザーに合った
ワンサイズ」アプローチは取りません。お客

様には、法人サブスクリプション、あるいは 

Enterprise ライセンスのオプションをご用意

しています。どちらもコスト効率が高く、大
規模な展開ができます。 

組織全体に価値をもたらすソリューションで、よりよいデザイ
ンを実現。



法人サブスクリプション  
CorelDRAW 法人サブスクリプションは、あらゆる規模の組織が

柔軟に利用いただける年間支払いプランにより、お得な初期費

用で組織全体にソフトウェアを展開できます。また、法人サブ

スクリプションをご利用いただくと、チームも大規模組織も、

最新版に移行する期間中は、ライフサイクルを過ぎた旧バー

ションを使用できます。また、最新ツール、強化機能、サポー

ト技術に常にアクセスできます。

Enterprise ライセンス  
CorelDRAW Enterprise ライセンスは、1 シートからご利用いただ

け、スケーリング可能です。この永久ライセンス プランのお支

払いは 1 回きりで、支払後すぐに CorelDRAW を所有できます。

Enterprise ライセンスのご利用により、大規模な現場でのインス

トールが大変お得な価格でできるだけでなく、最初の 1 年間は 

CorelSure Maintenance が含まれています。CorelSure プラン

（1 年間または 2 年間の更新オプションを提供しています）に継

続的にご加入いただくことにより、ますます投資額を大幅に減

らすことができ、CorelSure Maintenance を有効にし続けること

で、法人サブスクリプションと同じく最新ツール、強化機能、

更新されたサポート技術に常にアクセスできます。

これらの 2 オプションのその他の特典は、次ページをご覧くださ

い。 

CorelDRAW.app Enterprise でコネクトして、
コラボレーション
サブスクリプションでも、Enterprise ライセンスでも、ネット上

での仮想デザイン作成をサポートする CorelDRAW.app Enterprise 

をオプションとして選択できます。このコラボレーション ツー

ルにより、クライアント、他の従業員、利害関係者とシームレ

スにつながり、あらゆるデバイスを使って仮想環境でのデザイ

ン過程をすばやく追跡できます。CorelDRAW.app Enterprise をご

利用いただくことで、同一カンパニー・ドメインのすべての

ユーザーが Microsoft SharePoint や OneDrive Business、または 

Google Workspace がマネージする Google ドライブを通じて共

有デザインにアクセスできます。会社の Microsoft 365 または 

Google Workspace アカウントを使ってサインインするだけで、

ソフトウェアをインストールせずに共有デザインを閲覧、レ

ビュー、承認したり、注釈を追加したり、Web ブラウザでグラ

フィックスを作成したりできます。また、iPad では会社のクラ

ウドを使ってデザインを共有できます。 

ボリューム ディスカウントのレベル  
CorelDRAW Enterprise ライセンスは、1 シートからご利用いただ

け、スケーリングが可能です。展開規模が大きければ大きいほ

ど、お得な価格になります。また、政府機関、慈善事業組織、

非営利祖組織には自動的に特別割引をさせていただいており、

一般に割引が適用可能となるのは、251 シート以上のレベル 4 か

らの大規模組織です。
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シート数

CorelDRAW Enterprise License レベル 1 1～4

CorelDRAW Enterprise License レベル 2 5～50

CorelDRAW Enterprise License レベル 3 51～250

CorelDRAW Enterprise License レベル 4 251 以上

より大きな選択肢。継続的な価値。
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Ÿ 最新アップデートを入手：リリースと同時に最新版の 

CorelDRAW を利用できます。プランが有効であれば、ソフ

トウェアの最新版だけでなく、最新版への移行期間中には旧

バージョンを使用する選択ができます。

Ÿ マルチ プラットフォームでの使用をサポート：包括的な 

CorelSure は、追加料金なしで Windows 用 CorelDRAW 

Graphics Suite または Mac 用 CorelDRAW Graphics Suite の展

開をサポートしています。

Ÿ 割引および価格保護：CorelDRAW Enterprise ライセンスでは、

累積カウントによるライセンス割引をご利用いただけるため、

追加のライセンスはさらにお安く入手できます。

Ÿ 一元管理およびコンプライアンス：ソフトウェアの配布及び

アクティビティに関する管理は CorelSure ではなくユーザー

が行うこととなるため、貴社の IT 管理者は、貴社のセキュ

リティ要件に応じて、ソフトウェアの提供、追跡、展開を柔

軟に決定できます。また、シングルキーで、ソフトウェアを

複数台にインストールし、よりスムーズかつ迅速に一元的に

展開できます。

Ÿ グローバル ライセンスおよび言語サポート：CorelSure によ

り、より容易にグローバルな市場や労働ニーズへの対応でき

ます。また、利用可能な最大 15 言語*までから必要な言語を

選択してリクエストでき、追加の費用などを費やすことなく、

ライセンスのすべてに CorelSure の特典が適用されます。

Ÿ プラットフォームの仮想化：CorelDRAW 製品は、一般的な

仮想化技術を利用して、CorelSure Maintenance を通じてデ

スクトップの仮想化に対応しています。これにより、さらに

柔軟にソフトウェアを展開できます。

Ÿ 大規模展開用クイックスタート ローンチ サポート：10 シー

ト以上の大規模な展開には、専門チームがローンチ手順を段

階的にご案内するため、初日から問題なく稼働させることが

できます。

Enterprise ライセンスには、最初の 1 年間は CorelSure 
Maintenance が含まれているため、卓越した仕事や成
果を実現する最新技術やサポートを安心して利用できま
す。CoreSure Maintenance の特典を享受するには、継続
的にプログラムを更新し続けることが重要です。プラン
を更新しないことを決定し、有効期限が切れたら、その
後は再開することはできません。 
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CorelSure Software Maintenance

CorelSure プランを有効にし続けると、以下の特典が受けら

れます。



 

 = Included / Availablea

*対応言語：英語、日本語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ブラジル ポルトガル語、オランダ語、スウェーデン語、チェコ語、

ポーランド語、トルコ語、ロシア語、中国語簡体字、中国語繁体字

**お客様が別の方法でソフトウェアの旧バージョンを入手し（例えば、以前の Enterprise ライセンス購入で入手）、これをインストールして使用する

場合、CorelSure には、旧バージョンを使用する権利が含まれています。    

Page 4

法人サブスクリプ
ション 

Enterprise 
ライセンス 

リリースされると同時に最新版を利用

R購入プラン**の下、旧バージョンを使用可能

永久にライセンスを所有

ボリューム購入価格の割引 

最初の購入プランが開始した後に購入されたライセンス シートの価格を保護

一元管理およびコンプライアンス

同一ライセンス契約の下でのグローバルな多言語展開

Windows および Mac のライセンス展開は、同一ライセンスの下で提供

プラットフォームの仮想化

1 年間の更新オプション 

2 年間の更新オプション

オフラインでのソフトウェア展開。利用するのにオンライン認証は不要

ライセンスのオプションについての詳しい
情報は、www.coreldraw.com/enterprise 
をご覧ください

または、弊社の販売チームにお問い合わせ
ください：
biz-jp@corel.com 
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オプション比較
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