
 

「Adobe Creative Cloud」などで使用可能な POSA 採用のプリペイドカード 

「アドビ キーカード」を家電量販店で本日から提供開始 ～6 月 28 日～ 
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アドビ システムズ株式会社、ソフトバンク BB 株式会社、インコム・ジャパン株式会社 

 

アドビ システムズ株式会社(以下 アドビ システムズ)は、ソフトバンク BB 株式会社(以

下 ソフトバンク BB)とインコム・ジャパン株式会社(以下 インコム・ジャパン)の協力の

もと、Adobe(R) Creative Cloud(TM)メンバーシップ個人版ユーザーと Adobe Creative 

Suite(TM) 6 で提供する各製品のサブスクリプション購入の際に使用可能な POSA※1 採

用のプリペイドカード「アドビ キーカード」を、本日から全国の主要家電量販店で提供

開始します。 

 

「アドビ キーカード」は、ソフトバンク BB の販売網を通じ、全国の家電量販店にて販売

します。また、インコム・ジャパンの POSA 技術を導入しており、家電量販店各店舗は盗

難、紛失、在庫、返品等の流通上のリスクを負うことなく、豊富な商品ラインアップの確

保と、効率的な店頭オペレーションの実現が可能となりました。 

 

アドビ システムズは、2012 年 5 月 11 日(金)より、デジタルコンテンツ制作の新たなハブ

となる「Adobe Creative Cloud」を開始し、「Adobe Creative Suite 6」製品をはじめとする

最新のデスクトップアプリケーションやサービスを提供しています。今回、重要な販売チ

ャネルである家電量販店を通じて「アドビ キーカード」のサービスを開始することで、

お客様は手軽に Adobe Creative Cloud メンバーシップの購入が可能になります。プリペイ

ドカードの展示・販売スペースはパッケージ製品よりもコンパクトなため、ソフトウェア

コーナーのほか、店舗規模を問わずさまざまな場所での柔軟な販売展開が可能となり、新

規顧客の獲得が期待できます。 

 

今後もアドビ システムズは、ソフトバンク BB と連携し、インコム・ジャパンの POSA

技術に対応している主要家電量販店での取り扱いを拡大するとともに、「Adobe Creative 

Cloud」ならびに「Adobe Creative Suite 6」製品の利用を促進する活動を行います。 

 

※1 Point of Sales Activation の略。 

 

「アドビ キーカード」対象製品： 

Adobe Creative Cloud メンバーシップ 個人版 

12 か月版※2 63,000 円(市場想定価格、税込) 

3 か月版   15,750 円(市場想定価格、税込) 



※2 上記の金額は、12 か月版の通常価格です。なお、アドビ システムズでは、Adobe 

Creative Suite 3、4、5、5.5 のいずれかの単体製品、もしくは Suite 製品をお持ちのお客様

で、2012 年 8 月 31 日(金)までに Creative Cloud メンバーシップの 12 か月版を購入した

方には、アドビストア提供の販売記念版との差額分相当をキャッシュバックするキャンペ

ーンを実施しています。 

詳しくは、 https://creativecloud-specialoffer.adobe.com/special-offer/ に掲載されていま

す。 

 

Adobe Creative Suite(TM) 6 単体製品(サブスクリプション、12 か月版ならびに 3 か月版) 

 

Adobe Photoshop(R) CS6 

Adobe InDesign(R) CS6 

Adobe Illustrator(R) CS6 

Adobe Dreamweaver(R) CS6 

Adobe Premiere(R) Pro CS6 

 

「Adobe(R) Creative Cloud(TM)」についての詳細は、

〈 http://www.adobe.com/jp/products/creativecloud.html 〉をご覧ください。 

「Adobe Creative Suite(TM) 6」製品についての詳細は、

〈 http://www.adobe.com/jp/products/creativesuite.html 〉をご覧ください。 

 

ソフトバンク BB 取締役常務執行役員 コマース＆サービス統括 溝口 泰雄氏は「このた

びの『アドビ キーカード』提供開始を心より歓迎します。ソフトバンク BB は、IT と通

信の融合を推進するソフトバンクグループの一員として、また『アドビ キーカード』を

提供する日本で唯一のディストリビューターとして、今後もアドビ システムズ、インコ

ム・ジャパンと連携し、さらに充実したソリューションを提供してまいります」と述べて

います。 

 

インコム・ジャパン株式会社 代表取締役社長 荒井 琢麿(あらい たくまろ)氏は「当社の

POSA 技術の特性を生かして、アドビ システムズのソフトウエアおよびクラウドサービ

スの販売が開始されることを非常にうれしく思います。また、ソフトバンク BB との連携

により POSA の特性が最大限に活かされ、家電量販店各社様にとっては売りやすい環境、

消費者の皆さまにとっては買いやすい環境が整えられます。結果として、売上増加につな

がると考えています」と述べています。 

 

＜アドビ システムズ株式会社について＞ 

アドビ システムズ株式会社は、世界を動かすデジタル体験を提供します。アドビ システ

ムズ株式会社はその日本法人です。同社に関する詳細な情報は、Web サイトに掲載されて

います。 

 

＜ソフトバンク BB 株式会社について＞ http://www.softbankbb.co.jp/ 

ソフトバンク BB 株式会社は、ブロードバンド・インフラ事業と IT 関連商品のコマース＆



サービス事業を主な業務としています。コマース＆サービス事業では、ソフトバンク創業

以来 30 年以上にわたってハードウエアからソフトウエアまで幅広い IT 関連製品の流通・

販売を、国内最大級の事業規模で展開しています。また、IT と通信を融合させる担い手と

して「Advanced ICT」を掲げ、移動体通信やデータ通信サービスにアプリケーションを組

み合わせたソリューションや、仮想化・SaaS といったサービス、さらに携帯電話向けアク

セサリーやソフトウエアなどの幅広い商品を展開する「SoftBank SELECTION」など、多

様化するニーズに対応した迅速な事業展開で、同業他社との差別化を図っています。 

ソフトバンク BB の会社概要・詳細は以下のウェブサイトでご参照いただけます。 

 

＜インコム・ジャパン株式会社について＞ http://www.incomm.co.jp 

インコムは、ギフトカードおよびプリペイドカードに関連した技術提供を行っており、業

界最大手の企業です。北米を中心に 250,000 ヶ所の流通・販売網を構築しており、2011 年

度においては約 1.2 兆円のプリペイドカード、ギフトカードを販売しています。インコム

の最新 POSA(Point of Sales Activation)技術は、製品の販売や消費者への利便性に大きな

変革をもたらしました。小売業者のプリペイドカード販売の発展に貢献し、製品の梱包や

流通においても多大な合理化を実現しました。さらには、インコムが保有する有効化や減

算処理に関連した数多くの特許は業界にも革命ももたらしました。インコムは、アトラン

タを本社とし、アメリカ国内ではコロラド、テキサス、フロリダ、ニュージャージー、オ

レゴン、アーカンソー、ミネソタの各州に、そして海外では日本、カナダ、イギリス、プ

エルトリコにも拠点を持っております。 

 

Adobe and the Adobe logo, Creative Cloud, Creative Suite Dreamweaver, InDesign, 

lllustrator, Photoshop and Premiere are either registered trademarks or trademarks of 

Adobe Systems Incorporated, in the United States and/or other countries. All other 

trademarks are the property of their respective owners. 

 

SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフ

トバンク株式会社の登録商標または商標です。 

 

＜製品概要やサービスについてのお問い合わせ先＞ 

アドビ カスタマーサービス窓口 

TEL   ：0570-067337(ナビダイアル) 

TEL   ：03-5350-0407 

受付時間：9:30 ～ 20:00(平日) 

 

 


