
Web やモバイル、クラウドの活用で 
新しいワーク スタイルをサポート
AutoCAD LT のサブスクリプションメンバーになると、
特典の AutoCAD Web アプリやモバイル アプリを利
用して、いつでも、どこでも、CAD 図面にアクセスでき
ます。

AutoCAD モバイル アプリ

インターネットにつながらない場所でも、AutoCAD の
機能を活用できる強力なアプリです。お好きなスマート
フォンやタブレットから、使いやすいツールを使って現
場で計測したり、お客様と打ち合わせをしながら CAD 
図面を編集することが可能です。お使いの OS のアプリ 
ストアからダウンロードし、Autodesk ID でサインイン
してご利用ください。

AutoCAD Web アプリ
コンピューターに AutoCAD LT をインストールする必
要はありません。Web ブラウザー経由でどこからでも
最新の図面にアクセスして、使いやすい Web インター
フェイス上で CAD 図面の表示、編集、作成ができます
（ご利用の際は、web.autocad.com から Autodesk 
ID を使用したサインインが必要です）。

Web およびモバイルに図面を保存
デスクトップから Web やモバイルに図面や外部参照を
保存できるので、デスクトップ、Web ブラウザー、モバ
イル デバイスの AutoCAD から、柔軟に最新図面にア
クセスできます。デスクトップで行っていた作業を、 
外出先で簡単に続けられます。

ファイルにいつでもアクセス

Microsoft OneDrive、Box、Dropbox などのクラ
ウド ストレージ サービスをご利用の場合は、クラウドに
保存した DWG ファイルを AutoCAD で直接表示し編
集できます。デバイスの種類は問いません。

簡単にコラボレーション

デスクトップ、Web ブラウザー、モバイル間でクライア
ントや同僚とやり取り。リアルタイムで共同作業を進め、
変更を加えられるので、コミュニケーションに遅れが生
じることがなくなり、オフィスに戻って変更点を反映す
る手間も省けます。

どこにいても、正確な作図
高精度の 2D 図面や設計図書をすばやく作成、編集。AutoCAD Web アプリや
モバイル アプリを使えば、いつでも、どこでも作業できます。

優れた作図ソフト
AutoCAD LT は、正確な 2D 図面を短時間で作成でき
る、使いやすい汎用作図ツールです。日常業務の自動化
やワークフローの効率化により、生産性が向上します。

正確な作図

作図、編集、設計、注釈ツールが揃っており、高精度の 
2D 図面や設計図書を作成できます。

すぐに作業開始

直観的なユーザー インターフェイスを搭載。コンテキス
ト リボン タブ、多機能グリップ、カスタマイズ可能な 
ツール パレット、インテリジェントなコマンド ラインな
どの機能をスムーズに利用できます。

優れたテクノロジーの利用

TrustedDWG™ テクノロジー、高解像度モニターの
サポート、マイグレーション ツール、Autodesk デスク
トップ アプリなど、最新のテクノロジーをご活用いただ
けます。

新機能
• パフォーマンスが向上し、保存とインストールにかか
る時間が短縮されました。

• 新機能のクイック計測ツールやブロック パレット、 
一新された名前削除などを活用して、作図作業の効率
アップができます。

AutoCAD Web アプリとモバイル アプリ†
• 現場などの外出先でも、お好きなモバイル デバイスか
ら図面の表示、編集、作成を行えます。

• ソフトウェアのインストールが不要なので、どのコン
ピューターの Web ブラウザーからでも図面の表示や
編集ができます。

サブスクリプションならではのメリット
• 1 ヵ月から複数年まで、ニーズに合わせてソフトウェ
アの利用期間を柔軟に選択できます。

• デスクトップ、Web ブラウザー、モバイルで AutoCAD 
を使用できます。

• 更新プログラムをいつでも入手できるサブスクリプ 
ションメンバー限定* の特典により、図面や設計図書
の作成に最新機能を活用できます。

http://web.autocad.com


TrustedDWG テクノロジーで設計データを
保護
データ保全において最も信頼性の高い TrustedDWG™  
テクノロジーにより、大切な設計データを安心して管
理し、プロセス全体を通じて一貫性を保つことができま
す。TrustedDWG は、設計データを安全に維持し保護
するための最善のテクノロジーです。

詳しい情報が必要な方、購入をご検討中の 
方へ
オートデスクの認定販売パートナーでは、製品に関する
情報やお客様の業界、またソフトウェアの管理方法に 
関するご相談なども受け付けています。AutoCAD LT  
のサブスクリプションについては、オートデスク認定販
売パートナー（VAR）までお問い合わせください。最寄
りのオートデスク認定販売パートナーについては、 
www.autodesk.co.jp/partners/overview を参照
してください。

新機能や強化機能を活用して 
スピーディーに作図

新しいダーク テーマ

画面コントラストやアイコンが改善されたほか、青を基
調とした、目に優しいモダンなインターフェイスになり
ました。

クイック計測

マウスを重ねるだけで、その付近のすべての計測値が自
動的に表示されます。

ブロック パレット

履歴や指定した図面からブロックを選択して、ギャラ 
リーで視覚的に確認しながら効率的に挿入できます。 
新しいオプションの［繰り返し配置］を使えば、作業 
手順を減らせます。

名前削除を一新

複数の不要なオブジェクトを選択し、プレビューで確認
しながら簡単に一括削除できます。図面内の名前削除で
きない項目を検索できるため、効率的にクリーンアップ
を行えます。

図面比較の機能強化

作業中のウィンドウ内で、バージョンの異なる図面や外
部参照の違いを比較できます。相違箇所を可視化して、
必要な変更を作業中の図面に読み込むことが簡単にで
きます。

クラウド ストレージ接続

サブスクリプションの特典である Autodesk Drive の
他、主要なクラウド ストレージ サービス上に保存した 
DWG ファイルに直接アクセスできます。

処理速度の改善

データの保存は、ほんの 0.5 秒で完了します。また、 
SSHD（ソリッド ステート ハード ドライブ）なら、AutoCAD 
LT を従来の半分の時間でインストールできます。

* 製品や言語または地域によっては、特典の一部をご利用いただけない場合があります。前バージョン使用特典やホームユース特典などの柔軟なライセンス使用 
条件は、特定の条件に従います。
** サービスを利用するにはインターネットに接続する必要があります。また、利用地域が限定されている場合がありますので、サービス利用規約をご確認くだ 
さい。
† クラウドベース サービスを使用するには、当該のクラウドベース サービスに適用される使用許諾契約の条件またはサービス利用規約がある場合、これに同意し
て従う必要があります。
Autodesk、オートデスクのロゴ、AutoCAD、AutoCAD LT、DWG、および TrustedDWG は、米国およびその他の国々における Autodesk, Inc. およびその子
会社または関連会社の登録商標または商標です。その他のすべてのブランド名、製品名、または商標は、それぞれの所有者に帰属します。オートデスクは、通知を行
うことなくいつでも該当製品およびサービスの提供、機能および価格を変更する権利を留保し、本書中の誤植または図表の誤りについて責任を負いません。 
© 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved.
Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, AutoCAD LT, DWG, and TrustedDWG are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc.,  
and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their 
respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without 
notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved.

サブスクリプションの特典
AutoCAD LT のサブスクリプションメンバーに 
なって、ソフトウェアを柔軟に運用したり、サポー
トを利用しましょう。サブスクリプションには次の
ような特典が付いてきます。

• 技術サポート：サポート スペシャリスト、 
リモート デスクトップ サポート、オンライン リ
ソースを利用できます。

• 常に最新のソフトウェア：更新プログラムをい
つでも入手して、ソフトウェアを最新の状態に
維持できます。

• 柔軟な期間オプション：1 ヵ月から複数年ま
で、必要なソフトウェアを必要な期間だけ利用
できます。

• 管理ツール：Autodesk Account で、ソフト 
ウェア ライセンス、ライセンスの割り当て、 
利用状況を簡単に管理できます。

AutoCAD LT の製品体験版を 
今すぐお試しください。

www.autodesk.co.jp/products/ 
autocad-lt/free-trial
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