
Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

Utility KIT for AutoCAD(R)はご利用開始までに 3組のIDとパスワードが必要となります。

大塚ID ・・・・・大塚商会がWebで提供する便利なサービスをご利用いただける無料のIDです
お客様のご担当の方お一人ずつメールアドレスでご登録いただきます
すでに大塚IDをお持ちの方はそのまま利用できます

会員番号・・・・大塚商会の保守サービスをご契約いただくごとにお届けする番号です
ご契約時に郵送でおとどけする《窓口のご案内》に記載されています

便利ツールID ・・ Utility KIT for AutoCAD(R)をご利用になる際にアクティベーションに使うIDです
《お客様マイページ》のCAD便利ツールご利用ページに掲載されています

はじめに

ご利用手順 全体の流れ

《お客様マイページ》で大塚IDを新規登録 大塚IDで《お客様マイページ》にログイン

大塚IDをお持ちでない方 大塚IDをお持ちの方

Utility KIT for AutoCAD(R)対象のご契約時にお届けした
会員番号で大塚IDに契約情報をひもづけ

Utility KIT for AutoCAD(R)のアクティベーションに使う便利ツールIDを確認

Utility KIT for AutoCAD(R)をダウンロード

Utility KIT for AutoCAD(R)のインストール

Utility KIT for AutoCAD(R)を起動し便利ツールIDでアクティベーション

Utility KIT for AutoCAD(R)のご利用

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

会員番号記載の《窓口のご案内》のお届けまで、ご契約後 10日から2週間ほどお時間をいただきます。
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★「CAD便利ツール」は大塚商会がCADをお使いのお客様向けに提供するツール製品群の総称です
★「Utility KIT for AutoCAD(R)」は「CAD便利ツール」のラインナップのひとつです

これまで通り会員番号でのご利用もできますが、大塚IDでのご利用をお勧めします。(会員番号でのご利用は予告なく終了することがあります)
大塚商会の《お客様マイページ》およびCAD便利ツールは日本語のみでのご提供となります。 “《お客様マイページ》” and “CAD 便利ツール” are only available in Japanese.



Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

Ⅰ.大塚IDの新規登録と《お客様マイページ》へログイン

大塚IDをお持ちでない方はお客様ご自身が普段お使いのメールアドレスをご用意ください準備

1 お使いのブラウザで大塚商会の《お客様マイページ》にアクセスします

直接アドレスを入力される場合は
https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/
にアクセスしてください

ページのデザインは変更されることがあります

ご参考

2 [ 新規登録(無料) ] を押します

3 ご自身のメールアドレスを入力し [ 確認する ] を押します

ここで入力するメールアドレスが大塚IDとなります
会社でご利用のメールアドレスをお使いください

受信制限をご利用の場合は otsuka-shokai.co.jp からのメールが
受信できるように設定してから次の手順に進んでください

ご参考

👈👈

すでに大塚IDをお持ちの方は 11 へお進みください

👈👈 2



Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

4 前の画面で入力したメールアドレスをご確認のうえ [ 送信する ] を押します

別のメールアドレスを大塚IDとして登録する場合は [前の画面に戻る]
を押してください

[ 送信する ] を押すと
cmp-noreply@otsuka-shokai.co.jpよりパスコードが記載された
メールをお送りします

ご参考

5 メッセージを確認し [ 閉じる ] を押します

👈👈

👈👈

6 入力したメールアドレス宛に届いたパスコードを入力し [ 次へ進む ] を押します

パスコードが届かない場合は迷惑メールフォルダなどに振り分けられ
ていないかご確認ください

パスコードを入力し[次へ進む]を押す前に画面を閉じたり他の画面に移
動すると、お送りしたパスコードが無効となります
その場合は最初の手順からやり直してください

伏字で表示されたパスコードは目のマークをクリックすると表示され
ます

ご参考

👈👈
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Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

7 企業情報について各項目に入力し [ 次へ進む ] を押します

必須がある項目は必ず入力または選択してください

企業名には “株式会社” “有限会社”など法人格を入力してください
法人格を入力しなくても進むことはできますが確認メッセージが表示
されます

「たよれーる契約内容のご案内」「窓口のご案内」をお持ちのお方や
IDとパスワードがお分かりの方は便利な登録がご利用いただけますが、
本書では各項目を入力していただく方法でご説明します

お客様のご連絡先が法人(本社)と異なる場合は追加で入力できます

ご参考

👈👈
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Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

8 お客様ご本人の情報について各項目に入力し [ 確認する ] を押します

必須がある項目は必ず入力または選択してください

ここで設定するパスワードは大塚ID(メールアドレス)で《お客様マイ
ページ》にログインする際のパスワードとなります

・個人情報の取得に関する同意
・お客様マイページ・大塚IDの利用に関する同意

について利用目的、規約をご確認いただき [ 同意する ] を
選択してください

ご参考

👈👈
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Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

9 入力いただいた各項目を確認し [ 登録する ] を押します

内容によりご登録後の訂正にはお時間をいただくことがあります
ご入力内容を慎重に確認してください

訂正が必要な場合 [ 登録する ] を押す前であれば [ 前の画面に戻る ] で
入力し直すことができます

ご参考

👈👈
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Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

10 ここまでで大塚IDの登録が完了しました
お客様マイページトップへを選択し次のⅡ.会員番号で大塚IDに契約情報を紐づけへ進んでください

画面上の大塚IDをご確認ください

お客様マイページトップへのリンクを選択することで改めてログイン
し直す必要なく引き続きⅡ.会員番号で大塚IDに契約情報を紐づけへ進
むことができます

別の操作をしてログインされていない状態になった場合は 11 へ進んで
下さい

ご参考

👈👈

12 大塚IDとパスワードを入力し [ ログイン ] を押します

11 お客様マイページトップ画面で [ ログイン ] を押します

お客様マイページトップ画面に戻るには マーク下の
橙色バーから[お客様マイページ]を選び下段から[お客様マイページ
トップ]を選択します

直接アドレスを入力される場合は
https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/
を開きます

ページデザインは変更されることがあります

ご参考

👈👈

大塚IDをお忘れの場合は [ ログインに関してお困りですか ] からお問
い合わせください

パスワードをお忘れの場合は [ パスワードをお忘れですか? ] からパス
ワードを再設定できます

ページデザインおよび画面遷移は変更されることがあります

ご参考

👈👈
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Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

1 《お客様マイページ》トップページより [ マイページの設定をする ] を選択します

《お客様マイページ》へログインしたとき、お知らせのメッセージが
表示されることがあります。内容をご確認いただき、メッセージを閉
じてください。

ご参考

👈👈

Ⅱ.Utility KIT for AutoCAD(R)対象のご契約時にお届けした会員番号で大塚IDに契約情報をひもづけ

Utility KIT for AutoCAD(R)対象のご契約時に
お届けした《窓口のご案内》をご用意ください

この手順で必要な会員番号は《窓口のご案内》に
記載されています《窓口のご案内》がお手元に届いて
から進めてください

《窓口のご案内》はご契約いただいたあと
10日から2週間程度で郵送でお届けしています

ご契約時期により《会員番号と窓口のご案内》
《お礼状》などの名称でお届けしている場合が
あります

準備 重要
■■ ■■ ■■■ ■■

■■ ■■ ■■■ ■■

会員番号

0012345600
初期パスワード

12345ABCDE

●お客様情報

《 窓口のご案内 》

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

会員番号 0012345600

初期パスワード 12345ABCDE

●お客様情報
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Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

2 所属企業に関する機能を使う より [ 契約紐づけ設定 ] を押します

契約紐づけは、ひとつまたは複数の保守ご契約を大塚IDひとつで管理
するための紐づけを行う機能です

ログオン中の大塚IDに所属企業が登録されていない場合は、契約紐づ
け時にあわせて企業を登録していただきます

ログオン中の大塚IDに所属企業が登録されている場合は、契約紐づけ
のみを行います

ご参考

👈👈

3 (ログオン中の大塚IDに所属企業が登録されていない場合に表示される画面です)
同意確認で [ 同意する ] を選択し [ 次に進む ] を押します

契約管理者の権限利用について内容をご確認いただき [ 同意する ] を
選択してください

大塚IDに対しすでに所属企業が登録されている場合は、この画面は表
示されず 4へすすみます

ご参考

👈👈
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Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

4 (ログオン中の大塚IDに所属企業が登録されていない場合に表示される画面です)
契約情報の入力にある [ ログインID ] に《窓口のご案内》記載の会員番号を、
[ パスワード ] に《窓口のご案内》記載のパスワードを入力し [ 確認する ] を押します

このあと画面は 7へ進みます

ご参考

一つの大塚IDには一つの企業を紐づけできます
大塚IDに対しすでに所属企業が登録されている場合は、この画面は表
示されません 7へ進んでください

ご参考

👈👈

5 お勤め先企業の確認で内容を確認し [ はい、そうです ] を押します

👈👈

(ログオン中の大塚IDに所属企業が登録されている場合に表示される画面です)
紐づけ可能なご契約がリストで表示されます。リストからUtility KIT for AutoCAD(R)対象の
保守サービスご契約時にお届けした《窓口のご案内》にある会員番号の横にチェックを入れ
《窓口のご案内》に記載の [ パスワード ] を入力して [ 確認する ] を押します
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Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

7 確認画面で内容を確認し [ 設定する ] を押します

8 ここまででログオン中の大塚IDへUtility KIT for AutoCAD(R)契約の紐づけが完了しました
お客様マイページトップへを選択し次のⅢ.便利ツールIDを確認へ進んでください

👈👈

👈👈

お客様マイページトップ画面に戻るには マーク下の
橙色バーから[お客様マイページ]を選び下段から[お客様マイページ
トップ]を選択します

直接アドレスを入力される場合は
https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/
を開きます

ページデザインは変更されることがあります

ご参考

表示された企業情報およびUtility KIT for AutoCAD(R)契約内容を確認
し[ 設定する ] を押します

ご参考

6 メッセージを確認し [ はい ] を押します

一つの大塚IDには一つの企業を紐づけできます
大塚IDに対しすでに所属企業が登録されている場合は、この画面は表
示されません 7へ進んでください

ご参考
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Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

1 《お客様マイページ》トップページより [ 技術サポート情報を探す ] を選択します

[ 技術サポート情報を探す ] の上にカーソルを合わせると
ドロップダウンメニューが表示されます
ここで[ CAD便利ツール ]を選択して 3へ進むこともできます

ドロップダウンメニューの内容は
ご契約によって項目が異なります

[ CAD便利ツール ] が表示されない場合は
ログオン中の大塚IDとUtility KIT
for AutoCAD(R)契約の紐づけが正しく
行われていません
Ⅱ.Utility KIT for AutoCAD(R)
ご契約時にお届けした会員番号で
ログイン中の大塚IDに契約情報をひもづけを
おたしかめいただき、ログオンし直して
ください

ご参考

Ⅲ.便利ツールIDを確認

👈👈

2 サポート情報や操作方法を調べる より [ CAD便利ツール ] を押します

[ CAD便利ツール ] が表示されない場合はログオン中の大塚IDとUtility 
KIT for AutoCAD(R)契約の紐づけが正しく行われていません
Ⅱ.Utility KIT for AutoCAD(R)ご契約時にお届けした会員番号でログ
イン中の大塚IDに契約情報をひもづけをおたしかめください

ご参考

👈👈

3 [ 便利ツールIDとライセンス使用状況の確認 ] を押します

👈👈
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Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

4 会員番号と目的のツール(セット)名からパスワード確認・変更を選択します

5 便利ツールIDとパスワードを確認します

便利ツールIDはUtility KIT for AutoCAD(R)のアクティベーションに使
います
お手元に安全に控えてください

[ パスワードを変更する ] でパスワードを変更することができますが
便利ツールIDを変更することはできません

ご参考

👈👈

👈👈

6 ここまでで便利ツールIDの確認が完了しました
ツールのダウンロードを選択し次のⅣ.Utility KIT for AutoCAD(R)をダウンロードへ
進んでください

👈👈

1234567890

1234567890
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Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

1 目的の製品を選択します

ダウンロードページにはログオン中の大塚IDに紐づけられたご契約の
便利ツール製品が表示されます

目的の製品が表示されない場合はログオン中の大塚IDとUtility KIT for 
AutoCAD(R)契約の紐づけが正しく行われていません
Ⅱ.Utility KIT for AutoCAD(R)ご契約時にお届けした会員番号でログ
イン中の大塚IDに契約情報をひもづけ
をおたしかめください

ご参考

Ⅳ.Utility KIT for AutoCAD(R)をダウンロード

14
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Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

2 製品、注意事項、利用規約を確認の上 [ 規約に同意してダウンロード ] を押します

注意事項・利用規約は製品により異なります。慎重にご確認ください

[ 規約に同意してダウンロード ] を押した後の操作はご利用のブラウザ
によって異なります

ご参考

👈👈
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【Edgeブラウザで途中で警告が表示されたときは】

・警告メッセージが表示
されたらメッセージに
カーソルを合わせ[…]を
選択します

・[保存]を選択します

・次の警告メッセージでは
[詳細表示]の[V]を
選択します

・[保持する]を選択します

【Chrome ブラウザの場合】

・[名前を付けて保存]で
保存先を指定し[保存]を
押します

・[保存]を選択します

・指定したフォルダに保存されます

Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

3 ブラウザの操作により目的の場所へファイルを保存します
ダウンロードが終わったら次のⅤ.Utility KIT for AutoCAD(R)のインストールへ進んでください

【Edge ブラウザの場合】

・[名前を付けて保存]の[V]を
選択します

・[保存]を選択します

・ダウンロードフォルダに
保存されます

他のブラウザの場合はブラウザ画面の指示に従ってください

ご参考

【Chromeブラウザで途中で警告が表示されたときは】

・メッセージ右の[▼]を選択し[継続]を選択します

16



Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

1 ダウンロードした製品(インストーラ)を起動します

アイコンやファイル名は製品によって異なります

詳しくはご利用製品ごとのインストールマニュアルをご覧ください

圧縮ファイル ( ZIP形式など ) で提供される製品はインストール前に圧
縮ファイルを展開してください

セキュリティ設定の変更が必要になる場合はシステム管理者にご相談
の上慎重に対応してください

ご参考

Ⅴ.Utility KIT for AutoCAD(R)のインストール

👈👈

・詳細情報が表示され[実行]が表示されていない

詳細情報を選択すると[実行]ボタンが表示されます
[実行]を押してインストールを継続してください

・[実行]ボタンが表示されている

[実行]を押してインストールを継続してください

【起動後に警告が表示されたときは】

・詳細情報および[実行]がいずれも表示されていない

セキュリティ設定の変更が必要です
[設定]-[更新とセキュリティ]

-[Windowsセキュリティ]
-[アプリとブラウザーの制御]

または
[設定]-[更新とセキュリティ]

-[Windowsセキュリティ]
-[アプリとブラウザーのコントロール]
-[評価ベースの保護設定]

の[アプリとファイルの確認]を
[警告]または[オフ]に変更します
環境により[Microsoft Edge の SmartScreen]も
あわせて変更してください

2 ご利用製品ごとのインストールマニュアルをご覧いただき、画面の指示に従って
インストールを完了します
次のⅥ.Utility KIT for AutoCAD(R)を起動し便利ツールIDでアクティベーションへ
進んでください 17



Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

1 Utility KIT for AutoCAD(R)を起動します

Utility KIT for AutoCAD(R)は AutoCADアドインや Excelマクロです
ご利用方法は各マニュアルをご確認ください

ご参考

Ⅵ.Utility KIT for AutoCAD(R)を起動し便利ツールIDでアクティベーション

2 [ライセンスを取得する] を選択し [ OK ] を押します

この画面は製品インストール後初めて起動した場合に表示されます

起動二回目以降のとき
有効なライセンスがある場合はそのまま製品がご利用できます
有効なライセンスがない場合は 3の画面が表示されます

[ 試用版として利用する ] を選択し [ OK ] を押すと画面上に表示され
た試用期間が始まります

試用期間が始まると期間中は [ ライセンスを取得する ] に変更するこ
とはできません。試用版でも機能の制限などはありませんので期限ま
でそのままご利用ください

試用期間が終了すると自動的に [ ライセンスを取得する ] になります
ので便利ツール製品起動時に 3の画面が表示されます

ご参考
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Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

3 便利ツールIDとパスワード、ニックネームを入力し [ OK ] を押します
ニックネームにはご利用のコンピュータを区別できる自由な名前を可能な限り入力してください

Ⅲ.便利ツールIDを確認 の 5で確認した便利ツールIDとパスワードを
入力してください

会員番号や大塚IDではありませんのでご注意ください

ニックネームはライセンスご利用中の方、ご利用中のコンピュータを
後から区別するための任意の項目です
ニックネームを入力すると[便利ツールIDとライセンス使用状況の確認]
で誰がライセンスを使用しているか確認することができます。

特にUtility KIT for AutoCAD(R)のライセンスを複数のお客様が複数の
コンピュータでご利用になる場合は必ず入力お願いします
内容はご自由ですが、いわゆる個人情報は入力しないようお願いいた
します

ご参考

重要 ■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

会員番号 0012345600
初期パスワー

ド 12345ABCDE

●お客様情報

《 窓口のご案内 》

会員番号

大塚ID

1234567890

1234567890

便利ツールID

4 ライセンス取得に成功するとUtility KIT for AutoCAD(R)をご利用になれます
Ⅶ. Utility KIT for AutoCAD(R)製品のご利用へお進みください

取得したライセンスは取得後の有効期間内(30日間)はお手元のコン
ピュータに保持されます

ライセンス取得に失敗したとき
・インターネット接続をご確認ください
・便利ツールIDとパスワードをご確認ください

ご参考
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Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用手順

1 Utility KIT for AutoCAD(R)ご利用ください

分からない点がありましたら、製品の操作マニュアルをご覧ください

ご参考

Ⅶ.Utility KIT for AutoCAD(R)製品のご利用

3 他の方がライセンスをご利用になるときは、ライセンスを返却することができます
ライセンス返却の方法はツールにより異なります。くわしくは操作マニュアルをご覧ください

Utility KIT for AutoCAD(R)のライセンスは、CAD製品を終了してもお
手元のコンピュータに一定期間保持され、自動で返却されることはあ
りません
有効なライセンスが保持されている間は、都度ライセンス取得の必要
なくご利用いただけます

ライセンス有効期限が到来すると取得済みライセンスは無効化され
再取得が必要になります(自動返却)

次の場合は手動でライセンスの返却を行ってください

・他の方がライセンスをご利用になる場合
・コンピュータを破棄処分、譲渡する場合
・Windows の再インストール、大型更新を行う場合
・便利ツール製品をアンインストールし以後ご利用にならない場合
・便利ツール製品をバージョンアップする場合

ライセンス取得後《お客様マイページ》で便利ツールIDのパスワード
を変更した場合は、返却時に変更後のパスワードを入力してください

ご参考

2 Utility KIT for AutoCAD(R)のメニューの操作によりお手元のコンピュータに取得した
ライセンスの有効期間を確認することができます。くわしくは操作マニュアルをご覧ください

取得済みライセンスの残り期間が14日以下になると自動でメッセージ
が表示されます

この有効期間はお手元のコンピュータへ取得済みライセンスの残り期
間で、再取得が必要となるまでの日数です

Utility KIT for AutoCAD(R)対象契約のご契約期間では
ありません

ご契約期間は《お客様マイページ》からご確認ください

ご参考
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1 [CAD便利ツール]画面より[サポートのメールマガジン]を選択します

発行サイクルはメールマガジンの種類により異なります
CAD便利ツールのメールマガジンは、新規リリース、不具合のお知ら
せ時など必要な時に不定期にお送りします

《お客様マイページ》トップからは
[サポートのメールマガジン登録・解除]からお進みください

[大塚ID登録者向けメールマガジン]とは異なります

ご参考

Utility KIT for AutoCAD(R) に関する最新情報、更新情報などを
タイムリーにおとどけするメールマガジンにぜひご登録ください

21

メールマガジンのご登録について

👈👈

👈👈



2 ご登録のメールアドレスをご確認の上、目的のメールマガジンを選択して[確認する]を押します

メールアドレスが表示されていない場合はメールマガジン受信をご希
望のメールアドレスを入力してください

ご契約状況および、ご契約と大塚IDとの紐づけ状況により選択できる
メールマガジンの種類は異なります

目的のメールマガジンが表示されていない場合は、ログオン中の
大塚IDとUtility KIT for AutoCAD(R)対象の契約紐づけが
正しく行われていません

Ⅱ.Utility KIT for AutoCAD(R)対象契約のご契約時にお届けした会員
番号で大塚IDに契約情報をひもづけ
をおたしかめいただき、ログオンし直してください

ご参考
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メールマガジンのご登録について



3 登録内容を確認し [個人情報の取り扱いについて] で [同意する] を選択して [登録する] を押します

個人情報の取り扱いについてを慎重にご確認ください

[同意する] を選択しないと [登録する] が押せません

ご参考
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メールマガジンのご登録について

3 登録完了となったことをご確認ください

メールマガジンの発行は不定期です

ご参考
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