
注⽂番号 税抜価格 税込価格
(N01) (N05)(N08)(N10)のセット ¥192,000 ¥211,200
(N02) (N06)(N08)(N10)のセット ¥140,000 ¥154,000
(N03) (N05)(N08)(N09)(N10)のセット ¥252,000 ¥277,200
(N04) (N07)(N09)(N10)のセット ¥98,000 ¥107,800

注⽂番号 税抜価格 税込価格
(N05) (N06)(N07)が含まれています ¥150,000 ¥165,000
(N06) (N07)が含まれています ¥98,000 ¥107,800
(N07) ¥38,000 ¥41,800
(N08) ¥72,000 ¥79,200
(N09) ¥76,000 ¥83,600
(N10) ¥38,000 ¥41,800

注⽂番号 税抜価格 税込価格
通常製品 (N11) ¥48,000 ¥52,800

注⽂番号 税抜価格 税込価格
(N12) ⇒ フレーム構造解析12 3D動解析 ¥36,000 ¥39,600
(N13) ⇒ フレーム構造解析12 3D ¥36,000 ¥39,600
(N14) ⇒ フレーム構造解析12 2D ¥16,000 ¥17,600
(N15) ⇒ FEM8 ¥30,000 ¥33,000
(N16) ⇒ 板⾦展開9 ¥30,000 ¥33,000
(N17) ⇒ メカニカル8 ¥16,000 ¥17,600
(N18) ⇒ ISOTOOL6 ¥20,000 ¥22,000

注⽂番号 税抜価格 税込価格
(N19) ⇒ フレーム構造解析12 3D動解析 ¥98,000 ¥107,800
(N20) ⇒ フレーム構造解析12 3D動解析 ¥134,000 ¥147,400
(N21) ⇒ フレーム構造解析12 3D ¥72,000 ¥79,200
(N22) ⇒ フレーム構造解析12 3D動解析 ¥71,000 ¥78,100
(N23) ⇒ フレーム構造解析12 3D動解析 ¥121,000 ¥133,100
(N24) ⇒ フレーム構造解析12 3D ¥65,000 ¥71,500

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

CADTOOL 単体パッケージ
製品名

通常製品

メカニカル8

ISOTOOL

フレーム構造解析12 3D動解析
フレーム構造解析12 3D
フレーム構造解析12 2D
FEM8
板⾦展開9

CADENAS WEB2CAD パッケージ製品 価格表

CADTOOL 統合パッケージ ⼀覧
製品名

通常製品

STANDARD/動解析
STANDARD
MAXIMUM2
ENTRY2

◆お客様の個⼈情報の取扱いについて
キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社（以下当社）では、個⼈情報の保護に努めています。

   詳細は、当社ホームページ（http://www.cadenas.co.jp）のプライバシーポリシーをご覧ください。
   今回ご記⼊いただきます個⼈情報に関しては、以下の⽬的で使⽤いたします。

（１）商品のご購⼊いただいたときの情報の確認をするため。
（２）当社の商品情報や各種商品情報をお届けするため。
（３）ご購⼊いただいた商品を発送するため。
（４）ご購⼊いただいた商品の請求及びお⽀払いとその確認をするため。
（５）ご購⼊いただいた商品や、利⽤しているサービスなどの内容を皆様がより満⾜していただけるように調査・改良するため。
（６）皆様の利⽤状況を把握し、新商品や新サービスの開発に役⽴てるため。

また、個⼈を特定しない形式での統計データとして使⽤することも⽬的としています。
    なお、当社の個⼈情報の取扱いにつきましてご意⾒、ご質問がございましたら、
    当社個⼈情報相談窓⼝ （TEL 03-5961-5031） までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

ISOTOOL4または5

アップグレード（CADTOOL)
製品名

アップ
グレード
旧Verから

フレーム構造解析10 〜 11 3D
フレーム構造解析10 〜 11 2D
フレーム構造解析10 〜 11 2D

アップ
グレード

同Ver

フレーム構造解析12 3D
フレーム構造解析12 2D
フレーム構造解析12 2D

バージョン
アップ

フレーム構造解析10 〜 11 3D動解析
フレーム構造解析10 〜 11 3D

製品名

※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。

ISOTOOL6

バージョンアップ（CADTOOL/ISOTOOL)
製品名

フレーム構造解析10 〜 11 2D
FEM6 〜 7
板⾦展開7または8
メカニカル6または7



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

※ 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


