
学業支援プログラム
2018年

●OASIS限定、学生・教員向けの特別製品。

Vectorworks学生単年度版 for OASISとは
Vectorworks学生単年度版 for OASISは、CAD・BIMツール Vectorworks国内総販売元であるエーアンドエー
株式会社が、OASIS加盟校の教員/非常勤もしくは学生生徒に対して実施している学業支援プログラムの
ひとつです。CADの習熟には、学校で学ぶことと合わせて、予習・復習さらには設計課題等が常に行える環境
が望まれます。Vectorworks学生単年度版 for OASISはこれらの用途を支援する特別製品です。また、OASIS
加盟校の教員/非常勤の方は、教材の作成や確認などでの使用を目的としてご活用いただけます。

for OASIS

●Designer 仕様。
デザイナー

Vectorworks2018シリーズの最上位パッケージ Designerと同仕様。

●機能制限なし、一般販売品と同機能。
ソフトウエアの機能制限はありません。使用期間は13ヶ月限定。春版と秋版があります。

Vectorworks学生単年度版（20,000円）をOASIS加盟校の特別価格（10,000円）でご提供。

Vectorworks学生単年度版 2018年 for OASIS 10,000円 （税別）

Operation, A&A.Vectorworks Supports
Instruction at Schools & Colleges

OASIS

   動作環境条件を満たしていない場合、本製品が正常に起動しない場合があります。
ご利用のパソコンの環境をご確認の上お求めください。
最新の情報はWebサイトでご確認ください。 http://www.aanda.co.jp/products/tannendo/ 

学生単年度版 2018年 

　　 http://www.aanda.co.jp/Support/mailform-vwt.html 



Vectorworks学生単年度版 for   OASIS（オアシス） 
購入申込書 2018年

②購入者区分　　    □学生　　□教員／非常勤

①お申込製品

◎有効期限が各証明書の裏面にある場合は、裏面も貼り付けてください。

購 入 申 込 記 入 欄

③OASIS当該授業     □履修中    □履修完了後（在学中）　【ご注意】 キャリアアップスクールの方は、  履修中のみ購入が可能。

④購入者情報
ふりがな
購入者氏名 電話番号

email

OASIS加盟校No.

在籍学校名

専攻学部・科名

事務欄取扱店様記入欄
取扱店

担当者

日付　　／

取扱店 検

日付　　／

A&A 検

■Vectorworks学生単年度版 for OASIS 購入方法について
全国のVectorworks取扱店にてご購入いただけます。以下の「Vectorworks学生単年度版 for OASIS 購入申込条件」を承諾し、必要事項のご記入、各証明書のコピーの貼り付けをいただき、取扱店にて
お申し込みください。なお、記入内容の不備、または、各証明書のコピーの貼り付けがない場合は、お申し込みいただくことができませんのでご注意ください。

■Vectorworks学生単年度版 for OASIS 購入申込条件
・Vectorworks学生単年度版 for OASIS における目的外使用の禁止：
本製品はOASIS加盟校の教員/非常勤もしくは学生の学業を支援するために特別に提供する学業支援製品です。本製品の使用については授業教材の作成、作品制作、予習・復習等での使用を目的とし、営
利目的での使用は禁止されています。これを黙殺、または無視したために生じたエーアンドエー株式会社およびエーアンドエー株式会社のソフトウエア供給元の損害に関する全ての賠償責任は、これを黙
殺または無視した本製品使用者にあります。

・不正利用に関わるライセンス停止 ： 本購入申込条件を逸脱した不正利用が発覚した場合、ライセンスの使用を停止する場合があります。　
・サポートの範囲  ：  本製品は、エーアンドエー株式会社の一般製品で実施している「テクニカルサポート」を受けることができません。また、バージョンアップサービスを受けることができません。
 なお、インストール後本製品が起動しない場合など、初期導入時のトラブルに限り、サポートを受けることができます。

・複数本の申し込み、購入の禁止： 本製品は1人1本に限定して提供する学業支援製品です。1人で複数本の申し込み、購入はできません。
・申込者の制限  ： 本製品はOASIS認定を受けた当該授業を履修する在学中の学生、または、当該授業の履修を完了した学生、OASIS加盟校の教員/非常勤に限り、申し込みが可能です。

　□春版 　□秋版 Vectorworks学生単年度版 2018年 for OASIS 10,000円（税別）

※記入は証書類で使用できるペンをお使いいただき、
　消せるボールペンなどは使用しないでください。

↓各項目に□をつけてください。

エーアンドエー株式会社　〒101-0062  東京都千代田区神田駿河台2-3-15　営業部  TEL : 03-3518-0131　email : market@aanda.co.jp　http://www.aanda.co.jp/ 

A&A Co., Ltd. Printed in Japan. 180301 MH / TN記載されている会社名、および、商品名などは、該当する各社の商標、または、登録商標です。製品の仕様、サービス内容等は予告なく変更することがあります。　2018 年 3 月現在

⑤下欄の枠内に、学生証／履修証明書／在籍証明書等のコピーを貼り付けてください。

◎ キャリアアップスクールの方 ： 履修期間が記載された履修証明書のコピーを貼り付けてください。

◎ 教員／非常勤の方 ： 在籍証明書のコピーを貼り付けてください。
　 ※ 在籍証明書が無い方は、OASIS事務局（Tel:03-3518-0127）までご連絡ください。

【 購入前のご注意 】 
　＜動作環境の確認＞ 条件を満たしていない場合、本製品が正常に起動しない場合があります。ご利用のパソコンの環境をご確認の上お求めください。
 最新の動作環境はWebサイトでご確認ください。http://www.aanda.co.jp/products/tannendo/

　＜インターネット回線の利用 ＞ インターネットへの接続環境がない場合、本製品をご利用いただくことができません。購入前に必ずインターネットへの接続環境をご用意ください。

　＜ユーザ登録とシリアル番号の入手 ＞ 本用紙は、購入のための申込書となっており、製品のご登録の用紙ではありません。本製品をご利用の前に必ずユーザ登録が必要です。
 専用ユーザ登録サイトにてユーザ登録後、登録時のメールアドレスへシリアル番号を通知します。

　＜プログラムの入手＞  本製品にはインストールメディアは同梱されておりません。Vectorworks学生単年度版 2018年のプログラムはダウンロードにて入手いただきます。

●個人情報の取り扱いについて●
お客様から収集させていただいた個人情報は次の目的で利用させていただきます。購入資格の有無、登録ユーザ様の認証、無償アップデート、ダウンロードサービスやサポート、各種情報の提供など、サービス向上や
新サービスの開発・各種統計データの作成 ： 統計処理した結果は自社内でのみ利用します。弊社の個人情報保護方針につきましては次のサイトでご確認ができます。　http://www.aanda.co.jp/function/privacy.html
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↓各項目に□をつけてください。　※春版（4月～）と秋版（9月～）では、ご購入いただける期間が異なります。ご注意ください。
春版  / JAN：4513825011541
秋版  / JAN：4513825011565
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お問い合わせ

Vectorworks、Renderworks と MiniCAD は Vectorworks, Inc. の登録商標です。Braceworks、SmartCursor と VectorScript は
Vectorworks, Inc. の商標です。すべての権利は Vectorworks, Inc. が保有しています。その他記載されている会社名および商品名
などは該当する各社の商標または登録商標です。製品の仕様、サービス内容等は予告なく変更することがあります。

Vectorworks国内総販売元

営業部　TEL：03-3518-0131 email：market@aanda.co.jp
http://www.aanda.co.jp/

A&A Co., Ltd.Printed in Japan.180301 TN2018年3月

□購入前のご注意
 ＜動作環境の確認＞
条件を満たしていない場合、本製品が正常に起動しない場合があります。
ご利用のパソコンの環境をご確認の上お求めください。最新の情報はWebサイトでご確認くだ
さい。 http://www.aanda.co.jp/products/tannendo/ 
＜インターネット回線の利用＞ 
インターネットへの接続環境がない場合、本製品をご利用いただくことができません。購入前
に必ずインターネットへの接続環境をご用意ください。

＜ユーザ登録の必要とシリアル番号の入手＞ 
本製品をご利用の前に必ずユーザ登録が必要です。専用ユーザ登録サイトにてユーザ登録
後、登録時のメールアドレスへシリアル番号を通知します。

＜プログラムの入手＞ 
本製品にはインストールメディアは同梱されておりません。Vectorworks学生単年度版2018年
のプログラムはダウンロードにて入手いただきます。

使用期間制限と使用者、購入本数について
使用期間が13ヶ月の製品です。春版と秋版があり、春版は4月1日～翌年4月30日、秋版
は9月1日～翌年9月30日まで有効です。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 9月10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

4/1~翌年4/30 春版

9/1～翌年9/30 秋版

学業支援プログラム

 推奨動作環境 
お使いのパソコンが以下の条件を満たしているかご確認ください。条件を満たしていない場
合、Vectorworks学生単年度版が正常に起動しない場合があります。
Vectorworks学生単年度版を快適にご使用いただくために条件を満たしたパソコンでご使用
になることを強くお薦めいたします。
□Windows
   ・OS ： Windows 10（64bit）、Windows 8/8.1（64bit）

Windows 7 SP1（64bit）　※32bit OS未対応
   ・画面解像度 ： 推奨1920 × 1080以上 （最小1440 × 900）4Kディスプレイ対応   
□Mac
   ・OS ： macOS 10.13（High Sierra）、macOS 10.12（Sierra）、Mac OS X 10.11（El Capitan）

Mac OS X 10.10 （Yosemite）
   ・画面解像度 ： 推奨1920 × 1080以上 （最小1440 × 900）Retinaディスプレイ対応
□共通事項
   ・CPU ： Intel Core i5 （または同等のAMD製CPU）、クロック周波数 2GHz 以上
   ・メモリ ： 推奨8～16GB以上（最小4GB）

大きなファイルや複雑なレンダリングには16～32GB を推奨
※CPU内蔵グラフィックスの場合、VRAMをメインメモリから取得します。 
     VRAMの使用分を考慮してメモリを搭載してください。

   ・グラフィックス：  •以下の条件を満たすグラフィックスコントローラが必要
　-OpenGL2.1互換グラフィックスコントローラ
　-VRAM（ビデオメモリ）推奨2～4GB（最小1GB）
•グラフィックスボード、または単体グラフィックスを推奨
•マルチビューのすべてのウィンドウを異なる表示設定で使用するには、
    少なくとも2GBのVRAMを搭載したグラフィックスボードが必要です。
•大きなファイルの場合は3GB以上のVRAMを推奨します。
※CPU内蔵グラフィックスの場合、Iris、Iris Proを推奨。
　Intel HD Graphicsでは正常に動作しない場合があります。
※詳細は各パソコンメーカー、販売店等へお問い合わせください。
※ドライバは最新にアップデートしてご使用ください。
   （Windows：NVIDIA NVSシリーズは、動作対象外です。）

   ・インストール可能台数：
Vectorworks学生単年度版は1ライセンスで1台のパソコンのみインストー
ルできます。
※起動にはアクティベーションが必要です。
　詳しい情報は、「アクティベーションについて」
　http://www.aanda.co.jp/Activation/index.html をご確認ください。

   ・その他 ：   •ハードディスク空容量：30GB以上（オプションライブラリ22GBを含む）
•フラッシュストレージ（SSD）にVectorworksをインストールすることで動作 
 速度が向上します。
•インストール、アクティベーションのためのインターネット接続環境（必須）
•PDF閲覧のためのPDF閲覧ソフト
•ヘルプ閲覧のためのブラウザ
※クロスプラットフォームライセンスです。Windows、Macのどちらかで
　ご使用いただけます。

・より高速なCPUの使用とメモリ追加によってVectorworks学生単年度版の操作性が向上します。

◆購入申込書の記入方法ついて
以下の内容を記入してVectorworks学生単年度版 2018年 for OASISの購入申込書を完成させます。
※「OASIS専用の購入申込書」にてお申し込みください。一般の「Vectorworks学生単年度版の購入申込書」ではお申し込みできません。
※「OASIS専用の購入申込書」は各OASIS加盟校でのみ入手できます。一般の配布はございません。

●購入申込書記入の前に
ご購入の場合は、「購入申込条件」をお読みになり、承諾いただけることが条件となっております。
購入申込書記入の前に、必ず「購入申込条件」をご確認ください。

●購入申込書記入方法
  ※  記入は証書類で使用できるペンをお使いいただき、消せるボールペンなどは使用しないでください。
 ① お申込製品の春版または秋版にチェックを入れます。
 ② 購入者区分にチェックを入れます。
 ③ OASIS当該授業にチェックを入れます。（※学生の方のみ記入）
 ④ 購入者の必要事項を記入します。 
 ⑤ 有効期限の表記がある学生証/履修証明書/在籍証明書等のコピーを剥がれないよう貼り付けてください。
　  有効期限が各証明書の裏面にある場合は、裏面も貼り付けてください。

＜ご注意＞
・記入内容の不備、または、各証明書のコピーの貼り付けがない場合は、お申し込みいただくこと
　ができませんのでご注意ください。

・Vectorworks学生単年度版 for OASIS における目的外使用の禁止
本製品はOASIS加盟校の教員/非常勤もしくは学生の学業を支援するために特別に提供
する学業支援製品です。本製品の使用については授業教材の作成、作品制作、予習・復習
等での使用を目的とし、営利目的での使用は禁止されています。

・申込者の制限
本製品はOASIS認定を受けた当該授業を履修する在学中の学生、または、在学中で当該
授業の履修を完了した学生、OASIS加盟校の教員/非常勤に限り、申し込みが可能です。

・複数本の申し込み、購入の禁止
本製品は1人1本に限定して提供する学業支援製品です。1人で複数本の申し込み、購入
はできません。

※OASIS当該授業履修完了者の購入について
OASIS加盟校申請の当該授業を履修完了後、在学中に限り、継続して本製品を購入する
ことが可能です。ただし、キャリアアップスクールの場合は、当該授業履修中のみの購入
となります。

標準価格
10,000円 （税別）

　 　春版  / JAN：4513825011541（使用期間：2018年4月1日～2019年4月30日）
　 　秋版  / JAN：4513825011565（使用期間：2018年9月1日～2019年9月30日）

 購入方法
全国のVectorworks取扱店にてご購入いただけます。
購入時にはOASIS専用の購入申込書が必要です。
OASIS専用の購入申込書に必要事項を記入、取扱店へ提出してご購入ください。
Vectorworks取扱店　http://www.aanda.co.jp/Dealer/ 

for OASIS学生単年度版 2018年 

サービスの範囲
Vectorworks学生単年度版は、エーアンドエー株式会社の一般製品で実施している
「テクニカルサポート」を受けることができません。また、バージョンアップサービスを
受けることができません。なお、インストール後Vectorworks学生単年度版が起動しな
い場合など、初期導入時のトラブルに限り、サポートを受けることができます。以下の
専用サイトからお問い合わせください。
http://www.aanda.co.jp/Support/mailform-vwt.html 
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