
SolidSolidSolid            DesignDesignDesign    

Solid    Design（ソリッド・デザイン）は、OneCNCシリーズの 

CAD機能だけが独立したCAD専用ソフトです。 

 

2D図面化機能図面化機能図面化機能図面化機能なども含め、2次元作図から3次元ソリッドモデリング、 

サーフェスモデリングまでのCAD機能の全て機能の全て機能の全て機能の全てが含まれています。 

 

2D/3D問わず設計用設計用設計用設計用CADとしてとしてとしてとして、また各種CADデータの形状や 

寸法などを確認するビューワーとしてビューワーとしてビューワーとしてビューワーとして、さらに異なるCADフォーマットへの 

トランスレータとしてトランスレータとしてトランスレータとしてトランスレータとして、まさに様々なシーンでご活用頂けます。 

 

ネットワークライセンスにも対応ネットワークライセンスにも対応ネットワークライセンスにも対応ネットワークライセンスにも対応しますので、 

社内共通の基幹CADシステムとしてのご導入もお勧めです。  

ぜひこの素敵なツールを有効にご活用下さい。 

（ソリッド・デザイン） 

２２２２次元作図次元作図次元作図次元作図からからからから３３３３次元次元次元次元モデリングまでモデリングまでモデリングまでモデリングまで    

オールラウンドなオールラウンドなオールラウンドなオールラウンドなCADCADCADCAD環境環境環境環境がががが揃揃揃揃いますいますいますいます    

▲3Dモデリングに（ソリッド/サーフェス両対応) 

  ●商品のご購入をご希望の方は販売店、またはOneCNC㈱までお問合せください。 / TEL: 072-760-3134 

Solid Design  (ソリッド・デザイン)     

シングルライセンス（シングルライセンス（シングルライセンス（シングルライセンス（1台）台）台）台）    

ネットワークライセンス（ネットワークライセンス（ネットワークライセンス（ネットワークライセンス（10台）台）台）台）    

Solid    Design 販売価格販売価格販売価格販売価格 

＜＜＜＜ Solid    Design に含まれるに含まれるに含まれるに含まれる CAD 機能＞機能＞機能＞機能＞    

[[[[出力フォーマット出力フォーマット出力フォーマット出力フォーマット]]]]    

OneCNC(*.ONECNC)  IGES(*.IGS,*.iges)  

Rhino(*.3DM) STEP(*.STP,*.Step) SAT(*.SAT)  

AutoCAD(*.DXF,*.DWG)  STL(*.STL)  DGN(*.DGN)  

VDA-FS(*.VDA,*.Vdafs) Parasolid(*.x_t)  

Solidworks(*.sldprt) 画像データ PDF    

▲2D図面の作成に 

    ※ OneCNC に搭載されている CAD 機能の全てが含まれます    

・2D 作図 ・3D モデリング（ソリッド/サーフェス） ・2D 図面化機能 ・ブーリアン演算 ・穴埋め 

・2D/3D 寸法線 ・オートナビゲーション仕様 ・外部 CAD データの入/出力 ・スケーリング 

・ラスタベクター ・断面形状/エッジ抽出 ・座標寸法の計測 ・図枠テンプレート ・レイヤー 

・図面印刷 ・レンダリング ・マルチドキュメント 他    

[[[[入力フォーマット入力フォーマット入力フォーマット入力フォーマット]]]]    

OneCNC(*.ONECNC *.XFA)  IGES(*.IGS,*.iges)  

Rhino(*.3DM) STEP(*.STP,*.Step) SAT(*.SAT)  

AutoCAD(*.DXF,*.DWG)  STL(*.STL)  DGN(*.DGN)  

VDA-FS(*.VDA,*.Vdafs) Parasolid(*.x_t)  

Solidworks(*.sldprt) 

販売価格  308,000 円 （税込）  

販売価格  616,000 円 （税込）  



SolidSolidSolid            DesignDesignDesign    

（ソリッド・デザイン） 

・記載されている内容は本紙作成時点のもので、今後予告なく変更されることがあります。 ご注意： 

OS ： 

 

CPU ： 

メモリ ： 

HDD ： 

グラフィックボード ： 

 

ディスプレイ解像度： 

その他 ： 

    

Windows 7/8.1/10 [32bit/64bit] (64bit推奨) 

*インストール及びご使用には管理者権限が必要です。  

マルチコアプロセッサ(Pentium i7 相当推奨) 

4GB以上（8GB以上推奨） 

5GB以上の空き容量（20GB以上推奨） 

DirectX対応のグラフィックボード(NVIDIA GeForce相当推奨) 

*グラフィックドライバーは最新バージョンを推奨します 

垂直解像度900px以上（1080px フルHD推奨） 

USBポート、マウス（ホイール付き推奨）、 

3DConnexionデバイス対応 

【ハードウェア動作環境】【ハードウェア動作環境】【ハードウェア動作環境】【ハードウェア動作環境】 

※サーバーPCとクライアントPCは同じローカルネットワーク（単一ルーター内）にある必要があります。 

※サーバーPCもクライアントPCとして使用することができます。（シングル1台＋ネットワーク10台） 

※ネットワークライセンス(10台)を複数購入いただくことで、20台、50台などの増設も対応できます。 

※サーバーPCは特別な仕様は必要ありません。一般的なWindows OSのPCで動作します。 

◆ネットワークライセンスの運用イメージ 

サーバーサーバーサーバーサーバーPC    

クライアントクライアントクライアントクライアントPC    

・ライセンス管理ソフト 

・USBハードウェアキー 

社内社内社内社内LAN    

USBハードウェアキーは不要 

ネットワークライセンスにすれば、ネットワークライセンスにすれば、ネットワークライセンスにすれば、ネットワークライセンスにすれば、    

社内の全てのパソコンに社内の全てのパソコンに社内の全てのパソコンに社内の全てのパソコンにCAD/CAMCAD/CAMCAD/CAMCAD/CAM環境が実現します環境が実現します環境が実現します環境が実現します    

Solid Designを複数台のパソコンで運用するなら、ネットワークライセンスが

おすすめです。ネットワークライセンスにすれば、LANで繋がったパソコン 

間で同時に１０台同時に１０台同時に１０台同時に１０台のPCでSolid Designが使用可能となります。 

しかも導入に必要なご予算は、シングルライセンス２台分シングルライセンス２台分シングルライセンス２台分シングルライセンス２台分のみです。 

    

Solid Design(30.8万円)を万円)を万円)を万円)を10台台台台ののののPCで運用する場合で運用する場合で運用する場合で運用する場合    

                                

                                                                                                            ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 30.8万円×万円×万円×万円×2 =61.6万円万円万円万円/10台台台台    

製品に関するお問い合せ先 

-20210224- 

 

  株式会社ＮＣソフトサービスセンター株式会社ＮＣソフトサービスセンター株式会社ＮＣソフトサービスセンター株式会社ＮＣソフトサービスセンター    

   Url: https://www.ncsoft.co.jp/ Email: ncsoft@ncsoft.co.jp 

  〒563-0032 大阪府池田市石橋1丁目21-22 グレーストンＮビル 2Ｆ 

  Tel: 072-762-7289（9:00～17:00）    FAX: 072-761-8149 

 

          Solid Design 特設ページもご覧ください 

       https://www.ncsoft.co.jp/soliddesign/ 



１. このオーダーフォームはSolid Design及び附随サービスに関する注文書となります。

２. 下記フォームに必要事項を記入し、FAX（072-761-8149）宛てに送信して下さい。

３．ファックス確認後、代金の請求書をファックス、及び郵送しますので、内容を確認の上でお振込みください。

４．弊社にて入金確認後 原則として3日以内に出荷します。送料は弊社が負担します

１.注文者情報１.注文者情報１.注文者情報１.注文者情報

  フリガナ

 部　署 :    TEL  :  

 役  職 :    FAX  :  

 氏　名 :    MAIL :   ＠

2.注文内容2.注文内容2.注文内容2.注文内容 下記商品を注文します。

区分区分区分区分 No.No.No.No. 数量数量数量数量

3 円

4 円

5 円

円

円

円

3.ご入金予定日3.ご入金予定日3.ご入金予定日3.ご入金予定日

商品の発送はご入金確認後となります。下記にご入金予定日をお知らせいただくと迅速な出荷が可能です。

　　　年　　　　　　月　　　　　　　日　　　年　　　　　　月　　　　　　　日　　　年　　　　　　月　　　　　　　日　　　年　　　　　　月　　　　　　　日 （予定）（予定）（予定）（予定）

【お振込口座】【お振込口座】【お振込口座】【お振込口座】

本注文書を受領後、請求書をファックス及び郵送いたしますが、お急ぎの場合は上記税込合計額を下記銀行口座へお振込みください。

　

K Se Ny H D S P W Pa

株式会社NCソフトサービスセンター       TEL： 072-762-7289  FAX：072-761-8149    http://www.ncsoft.co.jp/

→ FAX：072-761-8149　　　　株式会社ＮＣソフトサービスセンター宛株式会社ＮＣソフトサービスセンター宛株式会社ＮＣソフトサービスセンター宛株式会社ＮＣソフトサービスセンター宛

本体本体本体本体

ご注文内容ご注文内容ご注文内容ご注文内容

会社名会社名会社名会社名

  〒 
 

2
【XR8】 Solid Design（ソリッドデザイン）

消費税

35,000 円

合計

住 所住 所住 所住 所

// // / //

：三井住友銀行 ：池田支店

単　価単　価単　価単　価

印

 

    

年間サポート契約 （電話、リモート接続による操作サポートが含まれます）

ご注文金額ご注文金額ご注文金額ご注文金額

ご記入日 ：  西暦          　        年　　　    　月　　　 　　日  

担当者

/

受付No

/

備  考 ： 

 NCSOFT使用欄

担当者担当者担当者担当者

【XR8】 Solid Design（ソリッドデザイン）
1

その他その他その他その他 120,000 円

50,000 円

SGL
シングルライセンス

NWL10
ネットワークライセンス

(10台同時使用可能)

OneCNCトレーニングDVD

リモート講習（オンライン 3時間×2回）

※お振込み金額は上記「税込合計」となります。

※お振込み手数料はお振込み人のご負担でお願いします。

支店名

口座名義

円

円

280,000 円

560,000 円

銀行名

口座番号 ：普通口座　738463 ：(株)ＮＣソフトサ-ビスセンタ-

税込合計税込合計税込合計税込合計


