
必要なのはAutoCADだけ。あらゆる業種にAutoCAD
Only One. AutoCAD.



AutoCADは、革新的な汎用CADソフトウェアとして建築・土木・製造など、幅広い業界で利用されています。設計者の好みに応じて
カスタマイズできるため非常に使いやすいのが特徴です。自由なコンセプトを思いどおりのデザインに落とし込むことができ

魅力的な2D、3Dデザインを作成することが可能です。デスクトップやクラウド、モバイルなど様々なプラットフォームを使いながらも、
安心して快適に共同作業を実現できます。

パーソナライズされた設計ツールでアイデアを形にできます。さらに業種別ツールセット、およびWebや
モバイルアプリで、どこからでも効率的な作図作業を実現します。

AutoCADで革新的なアイデアを思いどおりのデザインに

高精度なドキュメント作成
精度の高い2D図面やドキュメントを作成できます。よりインテリジェ
ントなツールや共通タスクの自動化で、ドキュメント作成をスピード

アップできます。

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、優れた最新
のテクノロジーを活用できるため、精度の高い図面を効率的に、かつ

安全に作成・共有できます。

カスタマイズで業務を効率化
AutoCADはカスタマイズして利用することで、操作性を上げたり、手
間のかかる作業の効率を上げることが可能です。カスタマイズ方法

は、ユーザーインターフェースの変更から、LISP言語やVBA、.NET
などを使ったプログラミングによるカスタマイズ、アクションレコー

ダの使用などさまざまです。また、Autodesk App Storeからオート
デスク公認の拡張機能を入手し、簡単にカスタマイズプログラムを利

用することもできます。

進化したデザインを実現

高精度なドキュメント作成
作図、編集、注釈ツールが揃っており、精度の高い2D
図面やドキュメントを作成できます。

優れた生産性
共通タスクの自動化やワークフローの合理化で、ドキュ

メント作成をスピードアップできます。

連携やコラボレーションをよりスピーディに
デスクトップ、クラウド、モバイルの各ソリューションが統合されてお

り、関係者間で積極的にアイデアを交換できます。PDF、DGN、
Navisworks®ファイルやオンライン マッピング アプリケーションの
データを使って、さらに便利に作業できます。

CAD標準仕様
画層や文字スタイルのような共通プロパティのセットを、図面の標準

仕様として定義し、すべての図面にその標準仕様を適用、監査するこ

とで図面仕様の一貫性を維持できます。

データ書き出し
オブジェクトプロパティ、ブロック属性、図面情報を表や外部ファイル

に書き出せます。Excelの表データを結合することもできます。

個別サポート*
Webサポートの他に、簡単なご質問にはチャットサポートですぐに回
答を得ることができます。また、事前予約制の電話サポートも提供さ

れ、製品に関する問題を解決します。

*  サポートプログラムの詳細については www.autodesk.co.jp で最新情報をご確認ください。

最適なツールにすばやくアクセス
直観的なユーザー インターフェイスでツールを利用で
きます。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 ラインなどの分かりやすい機能を利用
できます。

使いやすい汎用作図ツールで、正確な2D図面
を短時間で作成できます。

優れた製図ソフト

印象的な3Dデザインを
3Dモデリング機能やビジュアライゼーション ツールを使えば、どんなコンセプトも設
計、デザインに落とし込んで、視覚的に伝えることができます。現実の環境で設計を検

証したり、3Dスキャナーの点群データを取り込んだ設計、3Dプリントに送信機能もお
使いいただけます。

クラウドレンダリングを活用すれば、クラウドの演算能力を使って、高解像度のレンダリ

ングが実現します。3Dモデルをステレオパノラマ表示すれば、VRでも見ることができます。



図面比較
変更された2つの図面や外部参照を比較し、相違箇
所を可視化およびドキュメント化します。色付けによ

る可視化で、図面の違いをハイライト表示します。

2Dグラフィックスの機能強化
ズーム、画面移動、表示順序の変更、画層のプロパ

ティ変更の処理スピードをアップ。［グラフィックス 
パフォーマンス］ダイアログ ボックスに新しく加わっ
た制御機能を使えば、2Dグラフィックスの動作パ
フォーマンスを簡単に設定できます。

共有ビュー
ファイルそのものを共有しなくても、設計を共有でき

る機能です。共有可能なリンクを使用して図面のデ

ザイン ビューをWebブラウザーにパブリッシュし、
フィードバックを収集できます。返ってきたコメント

はデスクトップ版AutoCADで直接確認できます。

ビューおよびビューポート
名前の付いたビューをレイアウトに挿入したり、ペー

パー空間のビューポートの移動や尺度変更を任意の

タイミングで実行したり、新しいモデルのビューをす

ばやく作成できます。その間もレイアウトで作業を続

けられます。

AutoCADおよびAutoCAD LTの

新機能・強化機能

新しいAutoCAD 2019 including specialized toolsets
のサブスクリプションメンバーになると、業種別ツールセット

の機能を使用して、設計にかかる時間を短縮できます。

•   記号や機械部品など、詳細コンポーネントのライブラリを利用
•   3Dモデルから詳細やビューの作成が簡単に。集計表やリスト、表の生成も迅速化
•   注記、画層、プロパティを自動で作成
•   ルールベースのワークフローで標準仕様に準拠

作業に合わせて
選べる数々のツール

Architectureツールセット
建築設計者向けの機能と、8,000点以上の建
築オブジェクトを使って、建築図面と設計図書

を短時間で作成

Mechanicalツールセット
機械設計に特化した作図支援機能と、70万点
以上の標準部品やフィーチャ、記号を使用可能

Electricalツールセット
電気制御システムの設計とドキュメント作成に

必要な機能と、65,000点以上の電気シンボ
ルを同梱

Plant 3Dツールセット
プラントの設計とエンジニアリングに特化し

た機能で配管計装設計を効率的に作成

Map 3Dツールセット
CADデータおよびGISデータに対す
る幅広いアクセスを可能にし、計画、

設計、データ管理に対応

Raster Designツールセット
ラスターベクター変換ツールで、ラス

ター イメージの図面をDWG™オブ
ジェクトに変換し、編集

MEPツールセット（英語版のみ提供）
建築設備設計向けの機能と、10,500
点以上の機械、電気、配管オブジェク

トを使って、ダクト、電線管、空調設

備の経路や、配管、電気系統図面を

作成

1. スマートフォンで右のQRコードを読み取ります
2. 表示されたリンクをブラウザで開きます
3.  スマートフォンを横向きにして、ヘッドマウントディスプレイにセットして、閲覧します

ステレオパノラマ サンプルを
お手持ちのスマートフォンでお試しください



お客様先でも、自社内でも、外出先でも、プロジェクトの最新状況を把握して対応できます。AutoCADのサブスクリプションメンバーになると、パワー
アップしたモバイル アプリに加えて新登場のWebアプリも利用できるので、どこにいてもワークフローを掌握して設計作業に取り組めます。プラットフォーム
やデバイスに縛られない設計、作図、データ処理が可能です。

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
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▼  製品体験版
製品体験版を今すぐお試しください。

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

▼  AutoCADとAutoCAD LTの機能比較
www.autodesk.co.jp/compare/compare-features/autocad-products

▼  動作環境
AutoCAD www.autodesk.co.jp/autocad-dousa
AutoCAD LT www.autodesk.co.jp/autocad-lt-dousa

▼  Autodesk Knowledge Network（オートデスク ナレッジ ネットワーク）
オートデスクが提供するサポートサイトです。

knowledge.autodesk.com/ja

▼  ユーザーフォーラム   
www.autodesk.com/forum-jp

AutoCAD Webアプリ*1

AutoCAD製品シリーズに新しく追加されたAutoCAD 
Webアプリ（英語版）を使うと、最新の図面にいつ
でもすぐにアクセスできます。Webブラウザーから
web.autocad.comにアクセスして、CAD図面の作成、
表示、編集ができます。

Webおよびモバイルに図面を保存
デスクトップで保存した図面を、Webアプリやモバイ
ル アプリで表示や編集ができます。共有アクセスを利
用すると、デスクトップ、Web、モバイル デバイス、どの
環境からでも最新図面にアクセスできるので、今いる

場所に関係なく、DWGファイルで作業できます。

AutoCADモバイル アプリ*2

Webのつながらない現場でも、図面を使った作業が可
能です。モバイル デバイスの種類に関係なく、パワフル
で使いやすいツールを使ってCAD図面の作成、表示、
編集ができます。

TrustedDWGテクノロジーで設計データを安全に流通・保管
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設計データの一貫性を保ちます。TrustedDWGは設計データを安全に維持し保護するための最善の方法です。
すべてのTrustedDWGテクノロジーにはオートデスクの30年を超える技術が詰まっており、貴重な設計データの保全性を確保できます。

*1     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。

*2     オートデスクの無償のソフトウェアまたはクラウドベース サービスを使用するには、当該のソフトウェアまたは
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。

*3     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。

▼   学習動画 － AutoCADスキルアップシリーズ
www.autodesk.co.jp/acad-skill-up-view

▼  詳しい情報が必要な方、ご購入をお考えの方へ
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。Autodesk AutoCAD
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/partner-list を参照してください。

サブスクリプションで、ソフトウェア管理をよりシンプルかつ効率的に
サブスクリプションとはAutoCADやAutoCAD LTを一定期間に限定して利用するライセンスプランです。最新の更新プログラムやリリースを利用でき、初期費用
を抑えながらプロジェクトのニーズに対応できるなど、様々な特典、メリット*3があります。

オートデスクのセットアッ

プ サポートを利用して短
期間での運用開始が可能

更新プログラムが常時入手

でき、ソフトウェアを最新

の状態に維持

プロジェクトの規模や期間

に応じてライセンスの柔軟

な増減、運用が可能

プロジェクト コラボレーション サービ
スAutodesk A360 Driveで25GBの
クラウド ストレージが利用可能*1

サブスクリプションの
メリット

web.autocad.com
knowledge.autodesk.com/ja



