
 
Cinema 4D R20 期間限定ライセンス 新規購入申込書 

（フローティングライセンス用） 
フローティングライセンスは、同時に使用できるライセンス数が限定されたネットワークライセンスです。 

例えば 1つのフローティングライセンスは、どのコンピュータからでもご利用になれますが、使用できる台数は 1台となります。 

フローティングライセンスの場合、1台のコンピュータをサーバーとしてライセンスを管理します。つまり全てのコンピュータが 1つのネットワー

ク上に接続されている必要があり、ネットワーク上に接続されていない場合はご利用になれません。 

 

■お申し込み製品と本数 

製品名 ご購入本数 

Cinema 4D Studio Release20 期間限定ライセンス 3 ヶ月  本 

Cinema 4D Studio Release20 期間限定ライセンス 6 ヶ月 本 

Cinema 4D Prime Release20 期間限定ライセンス 3 ヶ月  本 

Cinema 4D Prime Release20 期間限定ライセンス 6 ヶ月 本 

MAXON License Server 2015 (別料金) 本 

インストール USB スティック （別料金） 本 

※ 新たにフローティングライセンスを導入される際は、MAXON License Server 2015が必要です。 
 

□ ライセンスのみを購入する 
MAXON License Server 2015を既にお持ちの方は、

お使いの Cinema 4Dのライセンス番号を右の欄にご

記入下さい。 

現在お持ちの Cinema 4Dのライセンス番号 

 

※ ご記入頂く情報は、ユーザー登録先のお名前・住所等を全て明記して下さい。ご登録先が法人の場合は、会社名と部署を必ず明記して

下さい。個人でご購入の場合はご記入不要です。 

※ 納品はダウンロードでの提供となります。ご注文の受付後、MAXON より直接メールが送られますので、インストールプログラムはメール

に記載の指定サイトよりダウンロードして下さい。ダウンロード方法は、裏面をご参照ください。 

※ いかなる理由があってもご購入後の返品や取り消しのお申し出はお受けいたしかねますのでご注意下さい。 

会 社 名  部 署 名  

住   所 

〒 

ご担当者氏名 
 

ふりがな 
 

電話番号 
 

e-mail 
 

販売店記入欄 国内輸入元代理店 
〒141-0021 東京都品川区上大崎 4-5-37  山京目黒ビル 301  

 株式会社ティーエムエス 

■ 個人情報の取り扱いについて 

弊社にご提供頂いた情報は、以下の利用目的の範囲で利用させて頂きます。 

※ユーザー登録。 新製品に関する情報のお知らせ。 お問い合わせの回答及

び、ユーザー登録の確認や照会などによる連絡。 



この度は、MAXON Cinema 4D 期間限定をご購入頂き、誠にありがとうございます。

Cinema 4D はダウンロードでの提供となり、インストール USB は別売りとなります。後日、MAXON から送信されるメールのリンクより ePortfolio のア

カウントを作成し、ダウンロードを行って頂きますようお願いいたします。

ePortfolio のアカウントを作成
MAXON のメールアドレス ”MAXON vertrieb<sales@maxon.de>” から、お申し込み時のメールアドレスに、件名 ” 本メールには、MAXON ePortfolio への

アクセス情報が記載されています。” と書かれたメールが送られて来ます。スパムメール扱いならぬよう、お願いいたします。

メール本文に記載されているリンクをクリックして、 MAXON ePortfolio の認証手続きを行って下さい。

メール本文

本メールには、MAXON ePortfolio へのアクセス情報が記載されています。
ePortfolio は、所有されている Cinema 4D のシリアル番号および最新のソフトウェアのインストーラーが入手できるサービスで登録認証制となっています。
ePortfolio の認証をしていただくには、以下の MAXON ePortfolio ボータルにアクセスし、指示に従ってください。
https://ePortfolio.maxon.net/activation/index. php?Pers lD shared= 1 
注意： 00.00.2018
までに ePortfolio に登録認証の手続きをされない場合、個人情報保護のため登録認証受付を終了させていただきます。もし、受付終了後に ePortfolio への登録を希望される場合は、MAXON もしくはお近くの
代理店までお問い合わせください。
本メールは、ePortfolio への認証手続きのみ有効となっております。
ご登録後は、https://eportfolio. max on. net/ にアクセスの上、登録されたメールとパスワー ドにてログインしてください。

MAXON チー ムより

※ 上記のリンクは、サンプルのため無効です。また、認証には有効期限がありますので、なるべくお早めに行って下さい。

言語を選択し、Start ボタン

をクリックして下さい。

1.

VAT / Tax Number を お 持 ち の 法 人 様
は、”Corporate customer” を、お持ちでない
法人と個人ユーザー様は、”Private person” を
選択し、Continue をクリックして下さい。

2.

ログイン時に使用するメールアドレスとパス
ワードを入力します。
メールアドレスは、ご購入時にご登録頂いたア
ドレスと同じである必要はありません。パス

ワードは 6 桁以上の半角英数字となります。

3.

認証が完了しましたら、上記の画面となります。

次回からは、eportfolio.maxon.net からロ
グインを行って下さい。

4.

ダウンロードとインストール

ログインをするとご登録されているユーザー情報が表示されますが、画面左側に個人情報ライセンス、ダウンロード、ログアウトと書かれた画面がありますので、そちら

の項目からダウンロードとインストールを進めて行きます。

画面左側のダウンロードを選択し、お使いの OS に対応したインストーラーをダウ

ンロードします。

Cinema 4D のインストール時に、シリアル番号を入力する欄が表示されますので、

上記のシリアル番号をコピーアンドペーストで入力すると便利です。この時にお

名前や会社名の欄にも入力が必要となりますが、全ての項目を入力してください。

ただし、登録しているユーザー情報と一致している必要はありません。



FAQ - よくある質問
これは月額支払いの Cinema 4D のサブスクリプションですか？
いいえ、これは使用期間が限定された Cinema 4D のライセンスです。

MAXON は、永久ライセンスの提供をやめるということですか？
いいえ、MAXON は、永久ライセンスの提供をお約束します。期間限定ライセン
スは、Cinema 4D を気軽に入手されたい個人や大きな企業での短期的な需要に
対応するためのソリューションとして提供するものです。

どのようにソフトウェアとライセンスは提供されますか？
期間限定ライセンスは、ダウンロードのみの提供になります。インストール
USB は別料金となります。

使用期間はどれくらいですか？
期間限定ライセンスには、３ヶ月と６ヶ月が用意されています。

どのグレードの Cinema 4D 期間限定ライセンスを購入できます
か？
MAXON は Cinema 4D Studio と Prime のみ、期間限定ライセンスを提供します。

Cinema 4D 期間限定ライセンスはどこで購入できますか？
期間限定ライセンスは、MAXON または認定代理店からのみ提供しています。

Cinema 4D 期間限定ライセンスを購入する際の必要事項は何です
か？
期間限定ライセンスは、お名前、会社名、住所、電話、メールアドレスが必要です。

ライセンスの期限が切れたら、どうなりますか？
注文に発行された期間が過ぎるとライセンスの使用期限が終了しソフトウェア
は使用できなくなります。Cinema 4D のライセンスが切れる 14 日前からアプリ
ケーション起動時に案内が表示されます。

Cinema 4D 期間限定ライセンスの期間を延長できますか？
はい、お使いの３ヶ月もしくは６ヶ月と同じ単位で、ライセンスの延長や再認
証が可能です。ライセンス期間の間を空けることも可能です。期間限定ライセ
ンスを延長する場合、最新バージョンの Cinema 4D が提供されます。ご希望に
より、お持ちの期間ライセンスのバージョンで延長することもできます。

Cinema 4D 期間限定ライセンスの追加購入はできますか？
はい、ライセンスを追加でご購入頂く事は可能です。ただし、既存のライセン
スと期限を揃えることはできません。

新しいバージョンがリリースされたら、アップグレードを自動的
に入手できますか？
期間限定ライセンスには、利用期間中の自動アップグレードの資格はありませ
ん。お客様のご注文からまもなく新しいバージョンがリリースされても、ご購
入された時点のバージョンを継続して使用していただくことになります。サー
ビスアップデート（サービスパック）については、永久ライセンス向けのもの
がリリースされる場合に提供されます。ただし、期間限定ライセンスの期間終
了後は、最新バージョンの期間限定ライセンスをご購入する事ができます。

Cinema 4D 期間限定ライセンスでマクソンサービス契約に加入で
きますか？
いいえ、期間限定ライセンスでマクソンサービス契約にご加入頂く事はできま
せん。

ライセンス期間は、自動的に更新／課金されますか？
いいえ、これはサブスクリプションではなく、期間限定ライセンスですので、
自動更新／課金はされません。

Cinema 4D 期間限定ライセンスは、どのように動作しますか？
Cinema 4D 期間限定ライセンスには、２つのシリアル番号があり、１つは
Cinema 4D のシリアル番号で、もう１つは期限が設定されたランタイムシリア
ル番号になります。各シリアル番号は、Cinema 4D の登録ダイアログで登録され、
残りの使用期間が何日間で終了するかも表示されます。

フローティングライセンスで Cinema 4D 期間限定ライセンスを入
手できますか？
はい、フローティングおよびマルチライセンスも可能です。ライセンス数を決
めるシリアルが付加された３つのシリアル番号で一組となります。期間限定ラ
イセンスをフローティングにするには MAXON License server (MLS) が別途必要
です。あらかじめ MLS を所有している場合、それを利用できます。なお、技術
的な問題により、フローティングライセンスは一組のシリアル番号で管理され
ており、期間を延長する際は、ライセンス数が同じ場合や、数量を増やす場合は、
既存のシリアル番号で延長が可能ですが、数量を減らして期間を延長したい場
合は、新しい 3 つのシリアル番号になります。お見積、詳細は MAXON 認定代
理店もしくは、MAXON までお問い合わせください

シリアル番号に紐づくプラグインを、Cinema 4D 期間限定ライセ
ンスで使用できますか？
はい、期間限定ライセンスのシリアル番号に紐づくプラグインの購入および使
用ができます。期間限定ライセンスの期間を延長すれば、プラグインと紐づい
ている同じ Cinema 4D のシリアル番号を継続して使えますので、プラグインと
Cinema 4D のシリアル番号を紐づけても問題ありません。複数のライセンスを
所有している場合や追加でご購入される場合は、プラグインのインストール時
にお間違いのないようご注意下さい。

Cinema 4D 期間限定ライセンスには、どのようなサポートが提供
されますか？
日本国内で購入した期間限定ライセンスには、３ヶ月の期間限定ライセンスに
は１ヶ月間、６ヶ月の期間限定ライセンスには２ヶ月間のテクニカルサポート
が含まれます。

Cinema 4D 期間限定ライセンスを永久ライセンスにアップグレー
ドする事はできますか？
はい、期間限定ライセンスは、サイドグレード価格で永久ライセンスにアップ
グレードができます。詳しい情報は、MAXON 認定代理店もしくは、MAXON ま
でお問い合わせください。

開発元　マクソンコンピュータ
〒 141-0021 東京都品川区上大崎 4-5-37 山京目黒ビル 301
Tel: 03-5759-0530   Fax: 03-5759-0327

国内輸入元代理店　株式会社ティーエムエス
〒 141-0021 東京都品川区上大崎 4-5-37 山京目黒ビル 301
Tel: 03-5759-0320   Fax: 03-5759-0327

  販売店
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