
ソフトウェアサブスクリプションによって 
参入への障壁を取り除き、価値を高める

もっと簡単に
オートメーションソフトウェアへのアクセス



「もっと良い方法 
があるはず」

グローバルな自動車部品メーカのエンジ
ニアリングマネージャであるイングリッ
ドは、ソフトウェア購入を必要とするプ
ロジェクトの経費を正当化する仕事を任
されました。

午後7時、まだ彼女は経営陣へのプレゼ
ンテーションの準備をしています。この
ような財政的責任が課された彼女は、万
全の態勢で事に臨みたいと思っています。

彼女は、ソフトウェア購入に伴う複雑さ
を冷静に分析しています。もっと良い方
法があれば。

すべてはこの 
ように始まった
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イングリッドはため
息をつきます.....  
 

「まだ答えのない疑
問点がありすぎる。」

次は何が 
起きるのか
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イングリッドの頭の中はまだ答えのない 
疑問で一杯です。

予算がカットされている中、どうすればこの
ような巨額の設備投資の許可を受けられるだ
ろうか?

プロジェクトの全貌がまだ定義されていない
中、ソフトウェア要件を需要の変化に合わせ
ることはできるのか?

正当な権限のある人間だけが必要な機能にア
クセスできるようにするにはどうしたらよい
のか?

スタッフは流動的で、必要なライセンスの数
と種類をどのように管理すればよいのか?

今日購入したソフトウェアを数年後も 
最新の状態で使用するにはどうすればよ
いのか?

もし、プロジェクトの途中で技術的な 
サポートが必要になったらどうするか?



イングリッドは「購入や管理、アップグレードの心配
などしたくない。自宅と同じように、ソフトウェアを
サブスクライブできないだろうか」と、考えました。
そして彼女は発見しました。

Microsoft Office、Norton Antivirus、Adobeなどと同じよ
うに、ロックウェル・オートメーションはSoftware as 
a Subscriptionを提供しています。彼女は、これが産業 
オートメーション市場では最新のサービスであること
を知るまでは出遅れたように感じていました。

イングリッドと同じように、あなたも今後のプロジェ 
クトのためのソフトウェアや、高価値オプション、 
柔軟性、スケーラビリティ、所有権によるアクセス、
キャッシュフローの予測、カスタマイズ、配布のしや
すさが必要でしたら、続けてお読みください。

さらに詳しく見てみましょう
予算を慎重に使う

投資をスマートに

変化はチャンス

取引ではなく、パートナシップ
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拡張可能 簡単なアクティ
ベーション

ROIの早期回収 コストの比例配分 柔軟な再スタック

コンピュータでオプションをリサーチ中…
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予算を慎重に使う
ご存知でしたか?
サブスクリプション方式に移行していれば、ある大規模消費財
メーカは、ソフトウェアの購入に使うはずの設備投資費用を 
分析プロジェクトの資金調達に使えたはずです。

初期投資費用を抑え、カスタマイズ、評価、最適化により
多くの時間を費やすことでROIの早期回収を達成達成

完全に透明なパートナシップによるソフトウェア、
ビジネスニーズ、およびサポートを評価評価

追加コスト不要で最先端のソフトウェアアップデート、
機能、および機能拡張へのアクセスを獲得獲得

他のプロジェクトについて、少額の増分支払いを 
無料リソースへとコストを削減削減

コスト削減、 
ROIの早期回収

高額な初期所有費用なくすべてのソフトウェア機能
にアクセス。



オートメーションソフトウェアへのアクセスもっと簡単に

ビジネスニーズに基づいてソフトウェアパッケージ
をカスタマイズ

カスタ
マイズ

ソフトウェアをシングルクリックでアクティベートアクティ 
ベート

職務内容と職責に基づいて、ソフトウェアアクセスを 
割付けおよび管理

割付け 
&管理

投資をスマートに

シームレスな 
ユーザエク 

スペリエンス

あるグルーバルな自動車部品メーカは、実際の使用状況に合わ
せて700人のユーザを110のライセンスに統合しました。

ご存知でしたか?



要件の変化に応じてライセンス使用数をご用意スケー 
リング

簡単に、比例配分コストでライセンスを追加 
または削除

追加ま 
たは削除

サブスクリプションを変更(または解約)した 
ときでも初期投資を保証保証
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変化はチャンスです!

可視性&
明確

もう 
買い過ぎない

プロジェクト範囲の変更は私たち全員が取り組まなければなら
ない現実です。経費を節減して優秀賞を獲得しましょう!

ある食品&飲料メーカは、重複と廃棄を減らしながら8カ国、 
14の工場、3つの通貨にわたって事業を拡大しました。

ご存知でしたか?
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いつでも最新のソフトウェアにアクセス可能アクセス

あらゆるサブスクリプションにサポートが付属サポート

セルフサービス式から、オンラインチャットや通話に
よるその分野の専門家による対応まで、サポートを
柔軟に選択可能

柔軟

取引ではなく、 
パートナシップ

もう買い過
ぎない

簡単な 
配備

ソフトウェアの電子配信を利用すると、物理メディアが不要
になり、埋立地の固形廃棄物も削減されます。

ご存知でしたか?
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1-2-3 で、とても簡単
に始められます!

注文はとても簡単です!
1.  当社のソフトウェアポータルにアク

セスするか、

2.  現地の販売代理店に問い合わせる

ソフトウェアポータルにアクセスする1
2
3

ソフトウェアをカートに入れる

料金を支払ってソフトウェアを使い始める

あるメーカは、ソフトウェア
サブスクリプションを使用し
て、世界各地の90人のサイト
管理者分のソフトウェア管理
ワークフローをなくすことが

できました。

このソフトウェアポータルでは、ソフトウェア購入の簡素化
を推奨し、無料製品を提案しています。

ご存知でしたか?

https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Authorized-Distributors&docid=cb1d8e627809201ede0587adf2015fa6
https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
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ソフトウェアサブスク 
リプションの仕組み
イングリッドのプレゼンテーションは素晴らしい成功を収め、 
経営陣にも納得のいくビジネス成果を出すことができました。

ソフトウェアの電子配信を利用すると、物理メディアが不要
になり、埋立地の固形廃棄物も削減されます。

ご存知でしたか?

限られた予算を他の
プロジェクトに 

配分可能
コスト削減、ROIの 

早期回収、キャッシュ
フローが予測可能に?!

大規模な投資を行なわ
ずに、追加リソースを

柔軟に利用

終わり



ソフトウェア配布とアクティベーションがとても簡単!

チームはいつでも最新版のソフトウェアにアクセスでき、
サポートを受けることが可能

人生は素晴らしい!

ソフトウェアについて莫大な設備投資を正当化する 
必要がなくなります!

ソフトウェアサブスク
リプションはどのよう
に私たちを窮地から
救ったのか
イングリッドのマネジメントチームがこのソフトウェア取得
方法を承認してから数か月、彼女は、自分のチームが達成
した変革について振り返っているところです。

詳細は、当社のソフトウェアポータルにアクセスするか、  
最寄の販売代理店までお問い合わせください。
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https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Authorized-Distributors&docid=cb1d8e627809201ede0587adf2015fa6
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