
通常製品

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格
(F01) 1ライセンスパック ¥94,600 ¥104,060
(F02) 3ライセンスパック ¥157,930 ¥173,723
(F03) 5ライセンスパック ¥221,600 ¥243,760

FL版 (追加用) (F04) ¥45,600 ¥50,160

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格
(F05) 1ライセンスパック ¥135,400 ¥148,940
(F06) 3ライセンスパック ¥262,000 ¥288,200
(F07) 5ライセンスパック ¥384,800 ¥423,280

FL版 (追加用) (F08) ¥86,400 ¥95,040

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格
(F09) 1ライセンスパック ¥229,000 ¥251,900
(F10) 3ライセンスパック ¥500,650 ¥550,715
(F11) 5ライセンスパック ¥759,200 ¥835,120

FL版 (追加用) (F12) ¥180,000 ¥198,000

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格
(F13) 1ライセンスパック ¥166,600 ¥183,260
(F14) 3ライセンスパック ¥341,530 ¥375,683
(F15) 5ライセンスパック ¥509,600 ¥560,560

FL版 (追加用) (F16) ¥117,600 ¥129,360

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格
(F17) 1ライセンスパック ¥140,200 ¥154,220
(F18) 3ライセンスパック ¥274,210 ¥301,631
(F19) 5ライセンスパック ¥404,000 ¥444,400

FL版 (追加用) (F20) ¥91,200 ¥100,320

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格
(F21) 1ライセンスパック ¥455,000 ¥500,500
(F22) 3ライセンスパック ¥768,400 ¥845,240
(F23) 5ライセンスパック ¥1,179,200 ¥1,297,120

FL版 (追加用) (F24) ¥285,000 ¥313,500

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格
(F25) 1ライセンスパック ¥340,000 ¥374,000
(F26) 3ライセンスパック ¥680,000 ¥748,000
(F27) 5ライセンスパック ¥1,008,000 ¥1,108,800

FL版 (追加用) (F28) ¥230,000 ¥253,000

FLサーバ版  ※ライセンス管理用のライセンスサーバとソフトウェア利用のためのライセンスがセットになった商品です。
FL版  ※既にFLサーバ版をご利用のお客様用の追加ライセンスです。

FLサーバ版  FEM8 FLサーバ 版

 FEM8 FL版

CADTOOL フレーム構造解析12 3D動解析 一覧
製品名

CADENAS WEB2CAD フローティングライセンス製品 価格表

CADTOOL メカニカル8 一覧
製品名

FLサーバ版  メカニカル8 FLサーバ 版

 メカニカル8 FL版

CADTOOL FEM8 一覧
製品名

※価格は予告無く変更される場合があります。

 STANDARD/動解析 FL版

最新の価格表は http://product.web2cad.co.jp/price/ よりダウンロードできます。

FLサーバ版  フレーム構造解析12 3D動解析 FLサーバ版

 フレーム構造解析12 3D動解析 FL版

CADTOOL フレーム構造解析12 3D 一覧
製品名

FLサーバ版  フレーム構造解析12 3D FLサーバ版

 フレーム構造解析12 3D FL版 

CADTOOL 板金展開9 一覧
製品名

FLサーバ版  板金展開9 FLサーバ版

 板金展開9 FL版

CADTOOL MAXIMUM2 一覧
製品名

FLサーバ版  MAXIMUM2 FLサーバ版

 MAXIMUM2 FL版

CADTOOL STANDARD/動解析 一覧
製品名

FLサーバ版  STANDARD/動解析 FLサーバ版



FLアップグレード製品（ノードロック ⇒ フローティング）

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格
FLサーバ版 (F29) ⇒ ¥72,600 ¥79,860

FL版 (追加用) (F30) ⇒ ¥16,000 ¥17,600

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格
FLサーバ版 (F31) ⇒ ¥93,400 ¥102,740

FL版 (追加用) (F32) ⇒ ¥30,000 ¥33,000

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格

(F33) ⇒ ¥104,600 ¥115,060

(F34) ⇒ ¥177,000 ¥194,700

(F35) ⇒ ¥213,000 ¥234,300

(F36) ⇒ ¥104,600 ¥115,060

(F37) ⇒ ¥140,600 ¥154,660

(F38) ⇒ ¥66,000 ¥72,600

(F39) ⇒ ¥128,000 ¥140,800

(F40) ⇒ ¥164,000 ¥180,400

(F41) ⇒ ¥55,600 ¥61,160

(F42) ⇒ ¥91,600 ¥100,760

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格
FLサーバ版 (F43) ⇒ ¥94,200 ¥103,620

FL版 (追加用) (F44) ⇒ ¥63,200 ¥69,520

FLサーバ版  ※ライセンス管理用のライセンスサーバとソフトウェア利用のためのライセンスがセットになった商品です。
FL版  ※既にFLサーバ版をご利用のお客様用の追加ライセンスです。

CADENAS WEB2CAD フローティングライセンス製品 価格表

お持ちの製品
 フレーム構造解析10～12
 3D動解析
 フレーム構造解析10～12
 3D
 フレーム構造解析10～12
 2D
 フレーム構造解析10～12
 3D

CADTOOL フレーム構造解析12 一覧
アップグレード後の製品 

アップグレード後の製品 
FEM8 FLサーバ 版 1ライセンスパック

 フレーム構造解析10～12
 2D
 フレーム構造解析10～12
 3D動解析
 フレーム構造解析10～12
 3D
 フレーム構造解析10～12
 2D
 フレーム構造解析10～12
 3D

最新の価格表は http://product.web2cad.co.jp/price/ よりダウンロードできます。
※価格は予告無く変更される場合があります。

FLサーバ版

フレーム構造解析12 3D動解析 FLサーバ 版
 1ライセンスパック

フレーム構造解析12 3D FLサーバ 版
 1ライセンスパック

FL版
（追加用）

フレーム構造解析12 3D動解析 FL版

フレーム構造解析12 3D FL版
 フレーム構造解析10～12
 2D

アップグレード後の製品 
板金展開9 FLサーバ 版  1ライセンスパック

CADTOOL 板金展開9 一覧
お持ちの製品

 板金展開7～9
板金展開9 FL版

CADTOOL メカニカル8 一覧
お持ちの製品

 メカニカル6～8
メカニカル8 FL版

CADTOOL FEM8 一覧
お持ちの製品

 FEM6～8
FEM8 FL版

アップグレード後の製品 
メカニカル8 FLサーバ 版 1ライセンスパック



FLバージョンアップ製品（旧バージョン ⇒ 最新バージョン）

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格

(F45) ⇒ ¥61,000 ¥67,100

(F46) ⇒ ¥61,000 ¥67,100

(F47) ⇒ ¥43,000 ¥47,300

(F48) ⇒ ¥43,000 ¥47,300

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格

FLサーバ版 (F49) ⇒ ¥39,000 ¥42,900

FL版
（追加用）

(F50) ⇒ ¥19,000 ¥20,900

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格

FLサーバ版 (F51) ⇒ ¥49,000 ¥53,900

FL版
（追加用）

(F52) ⇒ ¥36,000 ¥39,600

FLアップグレード製品（フレーム構造解析3D ⇒ フレーム構造解析3D動解析）

カテゴリ 注文番号 税抜価格 税込価格

(F53) ⇒ ¥88,640 ¥97,504

(F54) ⇒ ¥88,640 ¥97,504

(F55) ⇒ ¥75,520 ¥83,072

(F56) ⇒ ¥75,520 ¥83,072

FLサーバ版  ※ライセンス管理用のライセンスサーバとソフトウェア利用のためのライセンスがセットになった商品です。
FL版  ※既にFLサーバ版をご利用のお客様用の追加ライセンスです。

FLサーバ版

FL版
（追加用）  フレーム構造解析10～11

 3D FL版
フレーム構造解析12 3D FL版

CADTOOL メカニカル8 一覧

CADENAS WEB2CAD フローティングライセンス製品 価格表

CADTOOL フレーム構造解析12 一覧

 フレーム構造解析12
 3D FL サーバ版

お持ちの製品 バージョンアップ後の製品 
 メカニカル6～7
 FLサーバ版

メカニカル8 FLサーバ 版  1ライセンスパック

お持ちの製品 バージョンアップ後の製品 
 フレーム構造解析10～11
 3D動解析 FLサーバ版

フレーム構造解析12 3D動解析 FLサーバ 版
 1ライセンスパック

 フレーム構造解析10～11
 3D FLサーバ版

フレーム構造解析12 3D FLサーバ 版
 1ライセンスパック

 フレーム構造解析10～11
 3D動解析 FL版

フレーム構造解析12 3D 動解析 FL版

 メカニカル6～7
 FL版

メカニカル8 FL版

CADTOOL FEM8 一覧

 FEM6～7
 FL版

FEM8 FL版

CADTOOL フレーム構造解析12 一覧

アップ
グレード
旧Verから

アップ
グレード
同Ver

 フレーム構造解析12
 3D FL版

フレーム構造解析12 3D 動解析 FL版

アップグレード後の製品 
フレーム構造解析12 3D動解析 FLサーバ 版
 1ライセンスパック

フレーム構造解析12 3D 動解析 FL版

フレーム構造解析12 3D動解析 FLサーバ 版
 1ライセンスパック

※価格は予告無く変更される場合があります。
最新の価格表は http://product.web2cad.co.jp/price/ よりダウンロードできます。

お持ちの製品 バージョンアップ後の製品 
 FEM6～7
 FLサーバ版

FEM8 FLサーバ 版  1ライセンスパック

お持ちの製品
 フレーム構造解析10～11
 3D FLサーバ版
 フレーム構造解析10~11
 3D FL版



部署

役職

※ お支払方法（ご希望の方法に○をつけてください）

① 銀行振込

②
ヤマト運輸の
代金引換（コレクト）

③ 上記以外

※ お支払方法（ご希望の方法に○をつけてください）ご購入製品

注文番号 数量 金額（税込）

日付 伝票番号

売掛

入金

御社名 印

キャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株) （FAX 03-5961-5032） 行き

CADENAS WEB2CAD 製品 注文書（ メール/FAX 用 ） 発注日　　　　　　　年　　 　月　　 　日

※ ご発注者　（発注者と納入先が異なる場合、別途ご連絡ください。個人でご購入の場合、会社名、部署名、役職の記入は不要です。）

FAX送信後、TEL 03-5961-5031まで、ご連絡ください。銀行振込の場合、手数料はお客様にてご負担ください。

御氏名

御住所
〒     　 -

ＴＥＬ ＦＡＸ

E-mail

注文確定後、弊社より請求書をお送りします。入金確認後、商品を発送いたします。振込手数料はお客様にてご負担ください。

配達前にヤマト運輸からお客様にご連絡します。商品到着時にヤマト運輸に代金をお支払いください。 代引手数料は当社負担。

CADENAS WEB2CAD製品価格表を参照の上、ご記入ください。

通
常

製
品

版

製品名
販売価格
（税込）

コメント欄

ﾊ
ﾞｰ

ｼ
ﾞｮ

ﾝ
ｱ

ｯ
ﾌ
ﾟ・

ｱ
ｯ
ﾌ
ﾟｸ

ﾞﾚ
ｰ

ﾄﾞ ※ユーザー登録が未登録の方は、ユーザー登録用紙を本注文書と合わせてFAX願います。
お持ちのシリアル番号を

ご記入ください。↓

※ 合計金額（消費税込）

　今後、当社から新製品の情報やバージョンアップ情報のお知らせをＤＭやE-mail等でご案内
する場合があります。これらの情報を希望しない場合は右の□にチェックを入れてください。 □　新製品・VUP案内不要

お問合せ先：　キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社　TEL 03-5961-5031 / FAX 03-5961-5032 / E-mail shop@cadenas.co.jp

当社
記入欄

売上伝票

2021/6/11

メール送信先：shop@cadenas.co.jp


