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PTC eSupport （イーサポート）ポータルとは  

PTC eSupport ポータル は、新しいバージョンのソフトウェアダウンロードまたは CD メデ
ィアの注⽂や、新しいバージョンに対応したライセンスを申請することができる WEB サイ
トです。本ガイドでは、PTC eSupport ポータルへのアクセスするために必要な PTC オン
ラインアカウントの取得⽅法をご案内いたします。  

内容 

PTC オンラインカスタマーアカウントの作成⽅法 
新しくアカウントを作成する  

既存のベーシックアカウントをカスタマーアカウントへアップグレード  

PTC eSupport ポータルへのアクセス 
eSupport ポータルへのアクセス   

メール配信の設定  
アーティクルの購読  

ソフトウェアアップデートの購読  
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PTC オンラインカスタマーアカウントの作成 

概要 - PTC eSupport ポータルにアクセスするには、無償の PTC オンラインアカウント
の登録が必要です。 既に登録がお済みの⽅は不要です。登録前に御社の PTC のお客様番号
( Customer Number )と、サービス契約番号またはセールス オーダー番号のどちらかひと
つをご⽤意ください。PTC のお客様番号( Customer Number )とセールスオーダー番号は納
品書に記載されています。またライセンスファイルにも PTC のお客様番号( Customer 
Number )とサービス契約番号が記載されております。 
はじめてアカウントを作成する⽅はそのまま進んでください。すでに体験版の使⽤などでベ
ーシックアカウントをお持ちの⽅は、アカウントのアップグレードのページにお進みくださ
い。 
 

 

ライセンスファイルの例 

サービス契約番号 
Contract の下に表⽰され
ている*A*******の番号

お客様番号 
CustomerNumber の右に
記載されている番号
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PTC オンラインカスタマーアカウントの新規作成⽅法 

1. Web サイト http://www.ptc.com にアクセスし、画⾯右上の アカウント情報 
をクリックします。Accounts-PTC.com の画⾯が表⽰されます。 
※画⾯が表⽰されない、または⽂字化けが発⽣している場合はエンコードの変更をお
試しください。ブラウザの「表⽰」>「エンコード」を Unicode (UTF-8)に変更しま
す。 

 
2. Accounts-PTC.com の画⾯から「アカウントの作成」をクリックします。 
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3. 「アカウントを作成」画⾯が表⽰されたら必要事項を⼊⼒します。ここでの⼊⼒は半
⾓英数字で⼊⼒してください。⽇本語⼊⼒すると最終的に⼊⼒し直しになりますので
ご注意ください。 

 

 

ここに必要事項を⼊⼒し
ていきます。 

例) Taro

例) Suzuki

例) Designer など肩書きなどタイトルを⼊⼒ 
判らない場合は NA と⼊⼒します 

メールアドレスを⼊⼒します。このアドレスがログ
イン名となります。

例) 043-0000-5150 

例) 1-2-3, Kurio-ku, Parame-City

例) Chiba-ken

都道府県、郵便番号は不要です 
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4. アカウント作成が完了すると、完了画⾯に「スーパーバイザーに興味がありますか︖」

と表⽰がされる場合があります。その場合は、「いいえ」をクリックしてください。 
5. PTC から、「PTC.com アカウントが作成されました。」という件名の E メールが送

付されます。E メール内のリンクを選んでいただき、アップグレード処理を進めます。 

 
6. 上記のリンクをクリックすると、アップグレード処理が⾏われ、「お客様の PTC.com 

アップグレードは確認されました。」という件名の E メールが送付されアップグレ
ードされると共にカスタマーアカウント作成が完了します。 
 

パスワードを⼊⼒します 
半⾓英数字 6 ⽂字以上で⼊⼒します 

パスワードを忘れたときの質問と答えを⼊⼒ 
例)質問 Yuumei na Haru no Hana ha 
  答え Sakura （全⾓⽂字は不可です!）

お客様番号を⼊⼒します 

いずれかの番号を⼊⼒します 

右に表⽰された下線の番号を順序を変更せずに⼊⼒
します。この例では 885 と⼊⼒します。 

最後に「アカウントを作成」をクリックします
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既存の PTC ベーシックアカウントをカスタマーアカウントへアップグレード 

概要 – すでに体験版の使⽤などで PTC アカウントをお持ちの⽅で、保守契約が有効なお
客様はPTCアカウントをベーシックアカウントからカスタマーアカウントにアップグレード
することができます。カスタマーアカウントを取得すると、アプリケーションの CD や DVD
メディアのリクエストやメールの購読を登録できます。 

既存 PTC アカウントでログイン 

1. Web サイト http://www.ptc.com にアクセスし、画⾯右上の アカウント情報 
をクリックします。Accounts-PTC.com の画⾯が表⽰されます。 
※画⾯が表⽰されない、または⽂字化けが発⽣している場合はエンコードの変更をお
試しください。ブラウザの「表⽰」>「エンコード」を Unicode (UTF-8)に変更しま
す。 

 
2. Accounts-PTC.com の画⾯から「アカウントのアップグレード」をクリックします。  
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3. アップグレード画⾯が表⽰されます。[お客様番号]、[サービス契約番号]を⼊⼒して

[アップグレード]ボタンをクリックします。 

 
4. PTC から、PTC.com アカウントがアップグレードに関するの E メールが送付されま

す。E メール内のリンクを選んでいただき、アップグレード処理が完了します。 

 

お客様番号を⼊⼒します

サービス契約番号を⼊⼒します

最後にアップグレードをクリック
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PTC eSupport ポータル 

概要 –保守契約が有効なお客様は PTC eSupport ポータルへアクセスできます。ポータル
から Pro/ENGINEER や Creo Parametric といったアプリケーションの CD や DVD メディア
のリクエストや、最新版リリースお知らせやヒントとテクニックなどのメールの購読を登録
できます。 

PTC eSupport ポータルへのアクセス 

1. Web サイト http://www.ptc.com にアクセスし、サポートの⽂字の上にカーソ
ルを合わせます。⾃動的に展開されるメニューから[ eSupport ]をクリックします。 
 

 
2. ログインがされていない場合は、ログイン画⾯が表⽰されますので、E メールアドレ

スとパスワードを⼊⼒してログインします。 
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サポート情報の購読 

概要 –PTC eSupport ポータル内の「サポート情報を購読」を活⽤することで、最新版の
リリースや製品に関する情報の更新をメールで知ることができます。 

PTC eSupport ポータルでサポート情報を購読する 

1. eSupport Portal にログインします。 
2. ホームタブをクリックしホーム画⾯を表⽰します。 

 

 
3. ホーム画⾯を下の⽅までスクロールすると、eSupport ツールが表⽰されています。 

ここでは、[サポート情報を購読]をクリックします。 
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4. メール配信サービスの画⾯が表⽰されます。 

 
5. アーティクルを購読します。アーティクルタブをクリックします。画⾯から製品を選

択します。下図の例では Creo Parametric を選択しています。リリースや技術領域に
指定がなければそのままで構いません。最後に[メール配信を追加]ボタンをクリック
して購読を開始します。下側には、購読中のリストが表⽰されます。不要になったら
X をクリックすると購読が解除されます。 
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PTC eSupport ポータルでソフトウェアアップデート情報を購読する 

1. テクニカルサポートメール配信サービスの画⾯を表⽰します。 
2. ソフトウェアアップデートタブをクリックし製品を選択します。最後にメール購読を

追加ボタンをクリックして購読を開始します。 

 

PTC eSupport ポータルで情報更新の頻度を設定する 

1. テクニカルサポートメール配信サービスの画⾯を表⽰します。 
2. 表⽰指定タブをクリックし、頻度やタイムゾーンを設定し、[設定を保存]して完了し

ます。 
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まとめ 

このチュートリアルでは次のことをご紹介しました。 

PTC カスタマーアカウントの作成  

すでにお持ちの PTC アカウントをカスタマーアカウントへアップグレード  

製品アーティクルの購読  

ソフトウェアアップデート情報の購読  

 

 


