
本紙2枚目の「Vectorworks 2019 ネットワーク版の仕様について」をご確認・同意の上、お申込みください。

　※ インストールメディアは付属しません。インストールプログラムは専用サイトからダウンロードにて入手いただきます。

　※ インストールメディアが必要な場合は別途「Vectorworks 2019 インストールメディア(USB) 型番:P24001/税別4,500円」をご購入ください。

・ 既存保有ユーザIDに追加登録する場合、「Vectorworks 2019 ネットワーク版 新規購入申込書 兼 ユーザ登録書」に既存ユーザIDとご登録情報をご記入ください。

    ご記入された内容にて登録変更されます。ただし、ユーザ名の変更はできません。

    住所や担当者等の登録内容については、A&A Informationポータルサイトにてご確認ください。

　「A&Aユーザ登録＆Infomationポータルサイト」→→→ https://myinfo.aanda.jp/asap_portal/view/login/login.html

・ 使用者登録については、できる限り変更が生じない方のご登録をお願いいたします。

□ 組織について

　 該当に☑を入れてください。

□ ユーザ名

□ (部門)代表者

　 経営者または部門責任者をご記入ください。 

　 ※個人登録の場合、ご記入は不要です。

□ ご担当者

　 弊社が行う各種サービスの窓口となる方をご記入ください。登録の方だけが、製品サポートデスクにお問合せいただけます。

　 ※個人登録の場合、ご記入は不要です。

□ 部署名

　部署名、学科名をご記入ください。

　 ※個人登録の場合、ご記入は不要です。

□ メールアドレス

　重要なお知らせや各種情報をお送りいたしますのでお間違いのないようご記入ください。

□ 住所

　キャンペーン情報、新製品情報・バージョンアップのご案内等、重要なお知らせをお送りいたしますのでお間違いのないようご記入ください。

□ 電話番号/FAX番号

　ユーザ登録、ご契約内容についてご連絡させていただく場合がございますのでお間違いのないようご記入ください。

   登録に関してご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサービスデスクまでお問い合わせください。

 ※提出先はご注文先（Vectorworks取扱販売店、エーアンドエー・ストアオンライン）となります。

○A&A製品 取扱い販売店は下記URLよりご確認いただけます。

http://www.aanda.co.jp/Dealer/index.html

・ 動作環境にご注意ください。Vectorworks 2019の推奨動作環境は下記URLでご確認いただけます。

http://www.aanda.co.jp/Vectorworks2019/sysreq.html
エーアンドエー株式会社 営業部 TEL.03-3518-0131

Vectorworks 2019 ネットワーク版の仕様について

本紙3枚目の「Vectorworks 2019 ネットワーク版 新規購入申込書 兼 ユーザ登録書」に必要事項のご記入の上、ご注文時にご提出ください。

 その他

 購入方法

A&Aカスタマーサービスデスク
TEL：03-3518-0123

受付時間：平日9:30〜12:00／13:00〜17:00

 ユーザ登録情報 について

　 法人名、官公庁名、学校名　※個人登録の場合、氏名をご記入ください。

以下の内容をご一読の上、「Vectorworks 2019 ネットワーク版 新規購入申込書 兼ユーザ登録書」にご記入をお願いいたします。

 納品物について

 簡単セットアップガイド/セットアップガイド/製品購入書/ライセンスファイルCD-ROM/USBドングル/Vectorworks 2019 ガイドブック

必ずお読みください
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２.システム時計の設定

Vectorworksネットワーク版クライアントPC　推奨動作環境

Vectorworks Site Protection Server（ライセンス管理ソフトウエア）　推奨動作環境

•より高速なCPUの使用とメモリ追加によってVectorworks 2019の操作性が向上します。
•Vectorworks 2019を導入する前にご使用のパソコン上で正常に動作するか評価版を使用して確認することをお薦めします。
　評価版をダウンロードすることができます。http://www.aanda.co.jp/ct/download.html
•最新の情報は、webサイトでご確認ください。http://www.aanda.co.jp/Vectorworks/sysreq.html
５.ライセンスの追加購入に関して（ネットワーク版を既にお持ちで後からライセンスを追加する場合）
ネットワーク版のライセンスファイルを更新する場合、Vectorworksクライアントが「持ち出し」機能を使用している場合は、持ち出しライセンスを全て返却してからライセンスファイルの更新を行ってくださ
い。ライセンスを持ち出したまま、ライセンスファイルの更新を行うとライセンスを返却できなくなりますので、必ず返却してください。※ライセンスの持ち出し状況はサーバプログラム上で確認できます。持
ち出しライセンスの返却に関しては、Vectorworks2019セットアップガイドに記載されています。

CPU Intel Core 2 Duo以上
メモリ 256ＭＢ以上

その他

　•ハードディスク空容量：40MB以上
　•100Mbps以上の速度のネットワーク回線
　•TCP/IPプロトコル（必須）
　•サーバ/クライアント型のネットワーク環境、またはそれに準じたネットワークが整備された環境
　•サーバ専用パソコンが必要
　•CDまたはDVDドライブ（必須）
　•ドングル用USBポート（必須）
　•サーバアプリケーション管理のためのブラウザ（必須）
　•対応クライアントアプリケーション
　　-Vectorworks 2019 ネットワーク版
　　-Vectorworks 2018 ネットワーク版
　　-Vectorworks 2015〜2017 サイトプロテクションネットワーク版
　　-Vectorworks 2014 ネットワーク版 シリーズG
　※サーバ管理画面は英語表記になります。

OS

　Windows 10 (32bit/64bit)
　Windows 8/8.1 (32bit/64bit)
　Windows 7 (32bit/64bit)
　Windows Server 2012 R2 (64bit)
　Windows Server 2012 (64bit)
　Windows Server 2008 R2 (64bit)
　Windows Server 2008 (32bit/64bit)

　macOS 10.13 (High Sierra)
　macOS 10.12（Sierra）
　Mac OS X 10.11（El Capitan）
　Mac OS X 10.10（Yosemite）
　Mac OS X 10.9（Mavericks）
　Mac OS X 10.8（Mountain Lion）
　Mac OS X 10.7.5（Lion）以上
　Mac OS X 10.11 Server（El Capitan Server）
　Mac OS X 10.10 Server (Yosemite Server)
　Mac OS X 10.9 Server（Mavericks Server）
　Mac OS X 10.8 Server（Mountain Lion Server）

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。

画面解像度
推奨1920 x 1080以上 （最小1440x 900）
4Kディスプレイ対応

推奨1920 x 1080以上 （最小1440x 900 ）
Retinaディスプレイ対応

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
　　-OpenGL 2.1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。
　　※NVIDIA NVSシリーズは、動作対象外です。

その他

　•ハードディスク空容量：35GB以上（オプションライブラリ30GB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。
　•インストールのためのインターネット接続環境
　•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。

Windows Ｍａｃ

最新のOS対応状況については、webサイト（http://www.aanda.co.jp/Vectorworks/sysreq.html）をご確認ください。

CPU Intel Core i5 （または同等のAMD製CPU）、クロック周波数 2GHz以上

Windows 10（64bit）、Windows 8/8.1（64bit）、Windows 7 (SP1)
（64bit）※32bit OSには対応しておりません。

macOS 10.13 (High Sierra)、macOS 10.12（Sierra)、Mac OS X 10.11
（El Capitan)、Mac OS X 10.10 （Yosemite）

OS

３.ライセンスの持ち出し期間について
クライアントをネットワークから切り離しての利用が可能です。外出や出張時などサーバと接続できない場合でもVectorworksをご利用可能です。（最長30日での設定が可能）

４.動作環境について
Vectorworks 2019を快適にご使用いただくための推奨動作環境をご案内いたします。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 2019が正常に起動しない場合があります。Vectorworks 2019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 Ｍａｃ

ネットワーク版をご使用になる前に、サーバPC、クライアントPCともにシステム時計が合っているかご確認ください。
また、運用中はシステム時計を絶対に変更しないようにしてください。

Vectorworks 2019 ネットワーク版の仕様について
1.インストールメディアについて

インストールメディアは同梱されません。インストールプログラムは専用サイトよりダウンロード提供となります。
インストールメディアが必要な場合は別途「Vectorworks 2019 インストールメディア(USB) 型番:P24001/4,500円（税別）」をご購入ください。

2.ライセンス管理ソフトウエア（Vectorworks Site Protection Server）について（基本パッケージに同梱）
ライセンス管理ソフトウエアを起動するには、サーバプログラムがインストールされるマシンにハードウエアプロテクトキー(ドングル)の装着が必要です。ハードウエアプロテクトキー
(ドングル)はWindows及びＭａｃの両OSに対応しています。また、ライセンス管理ソフトウエアの管理画面は、インターネットを閲覧する際に使用するブラウザを使用します。なお、
メニューは全て英語表記となります。日本語版はございませんのであらかじめご了承ください。



①Vectorworks Fundamentals 2019 ネットワーク版のお申込み本数

②ネットワーク版 モジュール製品のお申込み本数

③製品ユーザ登録について※必須項目

□ 既存保有ユーザIDに追加登録 ユーザID: (5桁または6桁)

□ 新規ID登録

□ 企業法人 □ 個人 □ 学校法人および学校運営会社 □ 官公庁 □ その他

姓 名 姓 名

〒 -

- - - -
※1 個人登録の場合、ユーザ名に氏名をご記入ください。会社代表者/ご契約担当者/部署名のご記入は不要です。
※2 記載されたメールアドレス宛に登録完了のお知らせとお客様専用ユーザID発行のメールを送信しますので必ずご記入ください。

（ゼロとオー、アンダーバーとハイフン等の違いは明確にご記入ください。）

■ 販売店 ご記入欄（ご商談担当）※必須項目

〒 -

- - - -

エーアンドエー株式会社 営業部 TEL.03-3518-0131
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英語表記

ご担当者 ※1

本書はVectorworks 2019ネットワーク版を新規購入するための申込書 兼 ユーザ登録書です。ご記入の内容でユーザ登録されますので必ず別紙の
「Vectorworks 2019 ネットワーク版 新規購入申込書 兼ユーザ登録書」記入上のご注意と2枚目「Vectorworks 2019 ネットワーク版の仕様について」
をご一読いただき、同意の上ご記入ください。ライセンスの追加購入のみの場合は、別紙の追加購入申込書をご利用ください。

 ユーザID

 Vectorworks Fundamentals 2019 ネットワーク版 基本パッケージ (2ライセンス同梱) 

 ユーザ名 ※1
(法人/官公庁/学校/氏名)

 電話番号  FAX番号

 住所

 部署名  氏名(担当者)

 メールアドレス

 会社名  発注番号

 電話番号  FAX番号

 フリガナ

(部門)代表者 ※1

●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

 Spotlight モジュール 2019 ネットワーク版 
※　Designer/Architect/Landmark/Spotlightモジュール=合計本数はFundamentalsの本数以内となります。

 フリガナ

 英語表記

 部署名 ※1
（学科名）

 メールアドレス
         ※2

 住所

      新規購入本数をご記入ください。最小購入単位は基本パッケージ1本（＝2ライセンス)からとなります。

1

      同時にモジュール製品を購入する場合に購入本数をご記入ください。最小購入単位は1本からとなります。

 Vectorworks Fundamentals 2019 ネットワーク版 追加ライセンス

 組織について

ライセンス

本

ライセンス

ライセンス

ライセンス

ライセンス

 Designer モジュール 2019 ネットワーク版 
 Architect モジュール 2019 ネットワーク版 
 Landmark モジュール 2019 ネットワーク版                          
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