AutoCAD LTがスピーディで効率的な作図作業を可能に
パワフルなツールが精度の高い設計データの作成、共有を実現します
新機能
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大切な設計データを安心して流通・
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が 製品や機能のアップデート、ま
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たは 操 作 方 法 の自習 機 能 などを
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• TrustedDWG™ テクノロジーにより
保管できます

ワンストップで提供します

優れた製図ソフト
®

エスカレーション オプション付きの優先的なフォーラム
サポート：フォーラムに質問を投稿し、24 時間以内に

®

Autodesk AutoCAD LT は、精度の高い図面の作
成 が 可 能 なプ ロフェッショナル 向け 2D 製 図ソフト

コミュニティ メンバーから回答がなかった場合は、自
動的にオートデスクの技術サポート スペシャリストに

ウェアです。建築、土木、製造など広い分野で活用さ

エスカレーションされます。

れています。TrustedDWG テクノロジーによるDWG
形式のファイルで、精度を高く保ちながら設計データ
を安全に共有、流通、保管できます。AutoCAD LT は

AutoCAD LT でソフトウェアの管理を

生産性向上を目的に開発されており、細部にわたるま
で作図作業を効率よく進めることができます。また、
デ ス クトップ、ク ラ ウド、モ バ イル の A u t o d e s k

AutoCADソフトウェア ソリューションの統合により、
どの環境でも他のユーザーと連携してコラボレーショ
ンすることができます。
生産性

2D 作図のためのツールや機能が強化されたことで、
スピーディで効率的な作業を可能にし、反復作業を減

安心のサブスクリプション
AutoCAD LTのサブスクリプションメンバーなら充実
したサポートが利用でき、迅速に問題を解決できます。
さまざまなサポートをご利用いただけます。*1
電話サポート：事前予約制のサポートです。予約され
た 時 間 に オートデスクの テ クニカル サ ポート スペ
シャリストからお電話を差し上げ、製品に関する問題

もっと便利に、簡単に

サブスクリプションメンバーなら、最新の更新
プログラムやリリースを追加費用なしで利用で
きます。導入時の初期費用を抑え、プロジェク
トの期間や人数の増減などお客様のニーズに
合わせた投資ができます。
サブスクリプションメンバーは次の特典をご利
用いただけます。

を解決します。予約方法は、Autodesk Knowledge

• 最新の更新プログラムが常時入手でき、ソフ

互換性

Network（オートデスク ナレッジ ネットワーク：
knowledge.autodesk.com/ja）にログインし、専

• 1 対 1 の電話サポートやコミュニティ フォー

TrustedDWG テクノロジーにより、他のオートデス

用ページからご都合のよい時間をご指定ください。ス

らします。

ク製 品と互 換性のあるファイルを作成でき、データ
の信頼性を保つことができます。

ペシャリストがその時間にお電話を差し上げます。
チャット サポート：さほど複雑でない問題については、

信頼性

チャット機能を通じてすぐに回答を得ることができます。

AutoCAD LTは世界中の設計者から30 年以上にわた
り信頼されている設 計プラットフォーム、AutoCAD

オンライン サポート：コミュニティ サポート フォー

のテクノロジーを基盤にしています。

トウェアを最新の状態に維持
ラムをはじめとする各種サポートの利用が
可能

• A360プロジェクト コラボレーション ソフトウェ
アで25GBのクラウド ストレージが利用可能
• 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、運用が容易 * 2

ラムで問題の解決 方 法を探したり、1 対 1 の サポート
リクエストを Autodesk Knowledge Network から
送信できます。

Autodesk AutoCAD LT 2017 動作環境 * 3（32bit 版、64bit 版共通）
OS：Microsoft Windows 7 SP1 、Microsoft Windows 8.1
（Update KB2919355インストール済み）、Microsoft Windows 10
ブラウザ：Internet Explorer 9.0以降
プロセッサ：1GHz 以 上の 32 ビット（ x86）または 64 ビット（ x64）
プロセッサ

メモリ：2GB以上（4GB 推奨）
ディスプレイ：True Color 対応 1360×768（ 1600×1050以上
を推奨）、画面のスケーリングは 125%（120DPI）以下（推奨）
ディスク空き容量：4.0GB（インストール時）
.NET Framework：.NET Framework Version 4.6

その他：大 規模データセットを扱う場合は、
64 ビット オペレーティングシステムの使用
をお勧めします。詳細については、64ビット
ワークステーションに対する AutoCAD LT
の動作環境を参照してください。

*1 国や地域で提供しているサポートが異なる場合がありますので、www.autodesk.co.jpで最新情報をご確認ください。
*2 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。
*3 最新動作環境については www.autodesk.co.jp/autocad-ltをご確認ください。

AutoCAD LT で気に入っている点は、

非常に精度の高い設計ができることです。
–Julee Wolverton 氏
ランドスケープ アーキテクチャ

Julee Wolverton Landscape 社

革新的な新機能

強化されたマイグレーション ツール

マイグレーション ツールにより、カスタム設定やカス
PDFのインポート
PDFファイルまたはアンダーレイから、TrueType文字、 タム ファイルを前バージョンから移行でき、作業環境
のパーソナライズが簡単です。カスタム設定が自動的
ジオメトリ、ラスター画像を AutoCADオブジェクトと
して現在の図面に読み込めます。
デザイン ビューの共有
デザイン ビューをクラウドにパブリッシュして関係者
で共有できます。閲覧にはログインの必要もありませ
んし、AutoCAD ベースの製品も必要ありません。ま
た、共有されているDWG™ ファイルが閲覧者によって
変更されることもありません。

に検出されるので、移行したい設定を選択できます。

AutoCAD LTの無償体験版を今すぐお試しください。
www.autodesk.co.jp/products/autocad-lt/
free-trial

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

Autodeskデスクトップ アプリ

テクノロジーにより、大切な設計データを安心して保

製品のアップデートやトレーニングコンテンツなど、

管でき、レビュー プロセス全体を通じて設計データ

• リアルタイムで図面に文字、
マークアップ、変更を追加
• Google DriveやDropboxなど外部のクラウド スト
レージに接続

• 高度な画層管理 機能 、計 測ツール、注釈ツールが
利用可能

• オフラインで作業し、オンラインに戻った時に変更
部分を同期

iOSおよびAndroid向けモバイル アプリの詳細とダウ
ンロードについては、www.autocad360.com/jpを
参照してください。

Autodesk Knowledge Network

（オートデスク ナレッジ ネットワーク）
を活用しましょう

一元的に管理・閲覧 できるポータル 型のアプリケー

を安全に守ります。TrustedDWG は設計データを安

ションです。ワークフローを中断することなくソフト

全に維持し、保護するための最善の方法です。

オートデスクが提供するAKN（オートデスク ナ

AutoCAD 360 Proで連携やコラボレーション

ドや動画など、ユーザーが新しいスキルを学習

ウェア アップデートの通知を受け取ることができま
す。さらに、新機 能を最 大 限に活 用するのに役 立 つ
チュートリアルや、製品ユーザーのために用意された

がさらに簡単に

スキル アップのヒントなどのコンテンツ ライブラリに

AutoCAD 360 Proとは
AutoCAD 360 Proは、AutoCAD の公式モバイル ア
プリです。AutoCAD 360 Pro は AutoCAD LT 製品

アクセスできます。
中心線と中心マークをスマートに作成
中心線や中心マークの作成および編集が簡単になり
ました。関連付けられているオブジェクトを移動する
と、中心線や中心マークが自動で更新されます。

レッジ ネットワーク）には、トレーニングガイ
する上で、便利なコンテンツが豊富に掲載され

のサブスクリプション特典の一部になりました。

AutoCAD 360 Pro には、便利で高度な機能が搭載
されています。

ています。人気のコンテンツは AutoCAD LTの
『クイック アンサー』と『ヒッチハイクガイド』
です。AutoCAD LT を使い始めたばかりの方に
も、既に日常的にお使いいただいている方に
とっても、有効な参考資料としてお使いいただけ
ます。これらはknowledge.autodesk.com/ja/
からアクセスできます。ぜひご活用ください。

※Autodesk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。
※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。
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