
Operation, A&A.Vectorworks Supports
Instruction at Schools & Colleges

OASIS

近年、Vectorworksがデザイン教育の現場で覚え易く、判り易い
という特徴が漸く受け入れられ、教育用CADのデファクトスタン
ダードの位置を占めるようになってきております。Vectorworks
国内総販売元であるエーアンドエーは、Vectorworksがデザイン
教育の道具として普及することを目指し、教育機関に対する積極
的な支援のため、2008年度に教育支援プログラム「OASIS（オア
シス）」を発足いたしました。
「デザインの時間をより多く」をモットーに、教育機関向けの
Vectorworks総合窓口として、全国のOASIS加盟校への支援サ
ポート・サービスを提供しております。

A&A.Vectorworks教育支援プログラム

OASIS（オアシス)
Operation, A&A.Vectorworks Supports Instruction at Schools & Colleges

２０19年度版OASIS総合カタログ
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・Vectorworksベーシック認定試験受験料無料
・学生用特別パッケージ
  「Vectorworks学生単年度版」の提供
・研究・調査支援奨学金制度
・Vectorworks Executive Prize

・オリジナル講習教則本の提供
・教員へのセミナー実施

・授業環境の構築
・最新情報の入手

・全国規模のネットワークOASIS加盟校

・Vectorworks教育シンポジウムの開催

・教育現場で求められるツール「Vectorworks」

「デザイン」の時間をより多く

学生が

参加する

先生が

教える

学校が

整える

ネットワークが

拡がる

人が

繋がる

Vectorworksで

支援する

ツ
ー
ル
の
時
間

デ
ザ
イ
ン
の
時
間

紙と鉛筆

OASIS

CAD Vectorworks

......過去 現在

OASISとは
過去、図面を描く道具は「紙」と「鉛筆」でした。ツールの使い方を学ぶ時間は少なく、デザインそのものを学ぶ
ことに多くの時間を割いていました。現在、CAD の導入によってツールの使い方を覚える時間が多くなり、
デザインそのものを学ぶ時間が少なくなっています。

OASIS は、道具の習得を効率的にサポートし、次代を担うデザイナーの育成を支援しています。OASIS にご加
盟いただくことにより、さまざまな支援サービス・サポートを提供。ツールの使い方を覚える時間を少なく
し、デザインの時間がより多くなるようにOASIS のロゴマークにはその想いが込められています。

全国に広がるOASIS 加盟校
OASIS 加盟校は大学、短期大学、専門学校、高等専門学校、キャリアアップスクールなど
Vectorworks による２D、３Dの授業を２２．５時間以上実施する教育機関です。
OASIS 加盟校は、建築、環境、インテリア、プロダクト、舞台設計など学科・コースも多
岐に渡り、全国のさまざまな教育現場でご利用いただいております。 北海道エリア

東北エリア

中部エリア

近畿エリア

中国エリア

四国エリア

沖縄エリア

九州エリア

関東エリア

［2019年1月現在］ 
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【OASIS 加盟校一覧 Web サイト】  http://www.aanda.co.jp/OASIS/list

【OASIS Web サイト】  http://www.aanda.co.jp/OASIS/
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OASIS加盟校向けポータルサイト

Vectorworks教育シンポジウム

Webセミナー

Vectorworksネットワーク版

OASIS 加盟校への支援サービス・サポート
エーアンドエー株式会社は、OASIS 加盟校に対し、次に掲げる支援サービス・サポートを提供します。

● OASIS加盟校向け教材を特別頒布にてご提供
エーアンドエー株式会社制作の講習教則本（「はじめてのVectorworks」「Vectorworks３Dのスター
ト」「CADリテラシー演習」「BIM演習 -Vectorworks Architect-」「BioclimaticDesign デザインガイド
ブック」各 1部）一式を特別に頒布いたします。教材制作の資料としてご活用ください。講習教則本を
そのまま授業で使用される場合は、必要冊数を有償で提供いたします。

● OASIS加盟校間の情報交換会を開催
毎年恒例となりました Vectorworks 教育シンポジウムでは、情報交換や人脈の構築など、発展的な
CADを利用したデザイン教育を目指すみなさまの交流の場として開催されます。

● OASIS加盟校教員向け研修・セミナーの実施
新しいバージョンが販売される際の説明会や、OASIS 加盟校の教員向け講習・セミナー（有料 /
無料）を実施いたします。
パソコンとインターネットがあれば、全国どこからでも無理なく参加できる「Web セミナー」と、各
加盟校のご要望に応じて、A&Aから個別に講師を派遣する「カスタマイズセミナー」がございます。
「Web セミナー」の内容、開催時期、参加方法等、詳細については、都度ご案内いたします。

● その他有為、有意義な事項
OASIS 加盟校に対し、Vectorworks の総合窓口としてデザイン教育のさまざまなお手伝いをいたします。加盟期間中に実施されるバージョンア
ップや各種キャンペーンでの優待など、加盟校に有為な情報を随時ご案内いたします。

＜ 加盟校の皆様 ＞

＜ 教員の皆様 ＞

● 「Vectorworksネットワーク版」および「教育機関向けシミュレーション
　 製品」をOASIS価格でご提供　　
Vectorworks ネットワーク版は教室での利用に最適なサーバ／クライアント方式のプログラムで
す。稼働台数を一括管理でき、ライセンス購入は同時稼働本数のみで、使用する可能性のある全ての
パソコンにインストール可能です。
OSを問わないハイブリッド対応プログラムで、ライセンス追加や管理・保守が手軽に行えます。
Vectorworks 最上位製品 Designer を OASIS 価格で提供いたします。

また、教育機関向けシミュレーション製品として、「THERMORender」（屋内外統合熱環境シミュレーシ
ョン）、「SimTread」（歩行者シミュレーション）、「ADS-BT for Vectorworks」（日影 /逆日影 /天空率計
算）のVectorworksプラグイン製品を優待価格にて提供いたします。

● OASISコミュニティポータルでの限定情報のご提供
OASISコミュニティポータルにて、Vectorworksをはじめとするソフトウエア関連の情報提供や、デジ
タルデータでの教材公開、加盟校のCAD授業紹介などOASIS加盟校向けの情報を提供いたします。

● OASIS加盟校専用の情報メール配信
OASIS加盟校の皆様へ、最新情報など、さまざまなニュースを配信いたします。

OASISコミュニティ
ポータルQRコード

CADリテラシー演習
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操作技能ベーシック認定試験

Vectorworks 学生単年度版 for OASIS

● 「Vectorworks操作技能ベーシック認定試験」受験料を無料でご提供
OASIS 加盟校の学生、教員、非常勤講師の方は「Vectorworks 操作技能ベーシック認定試験」を無料に
て受験できます。ベーシック認定試験は、Vectorworks の２D製図、３D作図、データベースなどの基本
機能とレンダリング（Renderworks）等の操作技能が習得されていることを認定する試験です。技能評価
にはアドバンス認定（正答率90％）とベーシック認定（正答率70％）の２つのランクが用意されており
ます。CBT形式（コンピューターを利用してインターネット環境で試験ができるシステム）を採用しており
ますので、パソコンとネットワークさえあればいつでもどこでも受験できます。ぜひ、ご利用ください。

● 予習・復習用として「Vectorworks学生単年度版」をOASIS価格でご提供
CADの習熟には、学校で学ぶことと合わせて予習・復習さらには、設計課題等が常に行える環境が望
まれます。これらの用途を支援する特別商品の「Vectorworks 学生単年度版」を OASIS 価格でご提供
いたします。また、OASIS 加盟校の講師の方は、教材の作成や確認などの利用目的に限り、
「Vectorworks 学生単年度版」をご購入いただけます。

● 奨学金制度で学生の研究・調査活動を支援
OASIS 加盟校の学生（グループを含む）を対象に、年度ごとに設定のテーマに沿った研究・調査に奨
学金を給付し、研究成果発表の場を提供いたします。
総額、テーマ、時期、選考など詳細については都度ご案内いたします。

OASIS 探訪 Vol.001
Vectorworks ハンズオン「建築CADで家をつくろう!」
「デザインする大切さ」を知る。
新潟工科大学

OASIS 探訪 Vol.002
楽しみながら学ぶことが
デザインする楽しさにも繋がる
日本工学院専門学校／日本工学院八王子専門学校

OASIS 探訪 Vol.003
わくわくする授業を !
3Dパースの新しい表現手法「アナグリフ」に挑戦
専門学校九州デザイナー学院

OASIS 探訪 Vol.004
自由な発想力を大切にしながら
豊かな表現力を身につける
武蔵野美術大学

OASIS 探訪 Vol.005
CADを使って建築を学ぶ ! 
基本操作はドリル「CADリテラシー演習」で修得
東北電子専門学校

OASIS 探訪 Vol.006
表現するだけでなく
新たな空間づくりのアイデアに繋げる
多摩美術大学

OASIS 探訪 Vol.007
デザインするためのツール 
授業だけで完結しない使えるCADを目指す
専門学校 ICSカレッジオブアーツ

OASIS 探訪 Vol.008
社会人基礎力を高める
産業界と連携した実践型プログラムの充実
日本文理大学

OASIS 探訪 Vol.009
プロジェクトを通して
授業で習うCADから日常的に使えるCADに
東京造形大学

OASIS 探訪 Vol.010
単なるデザインでなくテーマを持って
世界中どこでも活躍できる総合的な力を養う
明治大学

OASIS 探訪 Vol.011
高等学校の一般教科も学びながら
専門知識と豊かな創造力を身につける
豊田工業高等専門学校

OASIS 探訪 Vol.012
夏休みの３日間で徹底的にCADを学ぶ
集中講座デジタルデザイン演習とは
東海大学

OASIS 探訪 Vol.013
単なる便利さにとどまらず
創造力を刺激しデザインの質を高める
日本大学 藝術学部

OASIS 探訪 Vol.014
CADと3Dプリンタを駆使し
複雑な渋谷駅の変遷を解明
昭和女子大学

OASIS 探訪 Vol.015
「変化」をコンセプトに人の流れから見えてくる
空間デザインとは
東京都市大学

OASIS 探訪 Vol.016
環境などの解析結果から建築形態を導きだす
ためにBIMだからこそできること
金沢工業大学

OASIS 探訪 Vol.017
熱環境シミュレーションツールを活用し
建物の熱負荷とエネルギー消費を考える
新潟工科大学

OASIS 探訪 Vol.018
景観の定量的評価のためにレイトレーシング
（光線追跡法）を活用した都市景観シミュレーションとは
都城工業高等専門学校

OASIS 探訪 Vol.019
アジアの大学生と交流の輪を広げる
国際ワークショップの取り組みとは
北九州市立大学

OASIS 探訪 Vol.020
プロダクトデザインの世界でますます期待される
3Dプリンタの活用とは
大分県立芸術文化短期大学

OASIS 探訪 Vol.021
CADの潜在力や可能性を引き出す
プログラム言語 VectorScriptとは
佐賀大学

OASIS 探訪 Vol.022
熱環境シミュレーションツールを取り入れた
「環境設計」の実践教育とは
金沢工業大学

OASIS 加盟校 Vectorworks Case Study ユーザ事例
OASIS加盟校の取り組みをユーザ事例としてご紹介しております。　http://www.aanda.co.jp/OASIS/casestudy.html

2019 年 1月現在

OASIS 探訪 Vol.023
建物モデルを情報化するBIM
（Building Information Modeling）を学ぶ
米子工業高等専門学校

OASIS 探訪 Vol.024
インテリアデザインにおける多摩産材を使用した
地域連携型教育事業の取り組みとは
文化学園大学

OASIS 探訪 Vol.025
テレビ美術の分野で
コミュニケーションツールとして使えるCADを目指す
東放学園専門学校

OASIS 探訪 Vol.026
手描きとデジタルを共に体験しながら
実践的なデザイン力と表現力を身につける
呉工業高等専門学校

OASIS 探訪 Vol.027
リアルな空間表現とモデリングを学び
3Dプリンターで出力
安田女子大学

OASIS 探訪 Vol.028
熱環境シミュレーションツールを取り入れた
「建築情報処理Ⅱ」の試みとは
東京工芸大学

OASIS 探訪 Vol.029
課外プロジェクトで
実践的なデザイン力を身につける
名城大学

＜ 学生の皆様 ＞



2018年 Vectorworks教育シンポジウムの様子

OASIS 加盟校 学生作品のご紹介  　OASIS 加盟校で学ぶ学生の作品を作品集として配布。

 Webサイトでもご覧いただけます。【学生作品 Web サイト】 http://www.aanda.co.jp/OASIS/gallery/

年 1回、OASIS 加盟校を中心とした教育関係のみなさまが交流できる場として「Vectorworks 教育シンポジウム」を
開催いたします。

- 2009 年   ------- 「デザイン教育における CAD活用の現状とこれから」
特別基調講演１：株式会社日建設計　山梨知彦 氏
特別基調講演２：豊橋技術科学大学　松島史朗 氏

- 2010 年　 ------- 「デジタル環境の変化がデザイン教育にもたらすものとは」
基調講演：慶應義塾大学　池田靖史 氏
特別講演：株式会社竹中工務店　竹市尚広 氏

- 2011 年　 ------- 「これからの建築、そして CADデザイン教育とは」
基調講演：建築家　伊東豊雄 氏

- 2012 年　 ------- 「明日への襷」
特別講演：株式会社日建設計　羽鳥達也 氏

- 2013 年　 ------- 「デザインイノベーション」
特別講演：サポーズデザインオフィス　谷尻誠 氏

- 2014 年　 ------- 「デジタルの力（ちから）」
特別講演：放送大学　梅干野晁 氏
特別講演：マウントフジアーキテクツスタジオ　原田真宏 氏

- 2015 年　 ------- 「デジタルデザインのすすめ」
特別講演：株式会社 SUEP.　末光弘和 氏
特別講演：ナカムラデザイン事務所　中村隆秋 氏

- 2016 年　 ------- 「デザインシミュレーション」
特別講演：株式会社オンデザインパートナーズ　西田司 氏
特別講演：株式会社シナト　大野力 氏

- 2017 年　 ------- 「デザインとの邂逅（かいこう）～めぐりあい～」
特別講演：tomito architecture　冨永美保 氏・伊藤孝仁 氏
特別講演： 株式会社モーメント　平綿久晃 氏・渡部智宏 氏

- 2018 年　 ------- 「CADと教育」
特別講演：株式会社 青木淳建築設計事務所　青木淳 氏
特別講演：学校法人片柳学園 日本工学院八王子専門学校　山野大星 氏

会場の雰囲気や講演の様子が感じられるレポートをWebサイトでご紹介しておりますので、是非ご覧ください。
【教育シンポジウムWebサイト】http://www.aanda.co.jp/OASIS/sympo/

2018年度作品：大原情報デザインアート専門学校/北九州市立大学/京都女子大学/釧路工業高等専門学校/神戸松蔭女子学院大学/国際デザイン・ビューティカレッ
ジ/駒沢女子大学/札幌デザイナー学院/中央工学校/帝塚山大学/東京工芸大学/東京モード学園/東北学院大学/トライデントデザイン専門学校/日本工学院専門学校/
日本大学/八戸工業大学/広島女学院大学/北海道芸術デザイン専門学校/米子工業高等専門学校 （50音順）

学校間交流、情報共有を図る Vectorworks 教育シンポジウム
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[ 加盟有効期間 : 9月1日~ 翌年8月31日 ]

[ 加盟有効期間 : 4月1日~ 翌年3月31日 ]

OASISに関するお問い合わせ：
エーアンドエー株式会社 OASIS事務局
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3-15
Tel. 03-3518-0127　Fax. 03-3518-0122
email. OASIS@aanda.co.jp
http://www.aanda.co.jp/OASIS/

A&A Co., Ltd. and its licensors.All rights reserved.Printed in Japan. 190213 TN/MT記載内容は2019年1月現在のものです。支援サービス・サポート等の内容は予告なく変更することがあります。

● よくあるご質問
Q. Vectorworks での授業が年間 22.5 時間以上にならない場合は入会できな
いのでしょうか？

A. 原則年間 22.5 時間以上としていますが、加盟校専用教材の利用が含まれ
る場合はこの限りではありませんので、事務局までご相談ください。

Q. 現在、Vectorworks を所有していませんが、入会と同時に OASIS 価格で
Vectorworksの購入はできるのでしょうか？

A. 可能です。詳しくは直接OASIS事務局までお問い合わせください。

Q. Vectorworksスタンドアロン版のOASIS向け商品はありますか？
A. ございません。OASIS価格でのご提供はネットワーク版のみとなります。

Q. Vectorworks学生単年度版 for OASISを教員が購入することはできますか？
A. 教材の作成や確認などでの利用目的に限り、教員（非常勤講師も含む）の
方もご購入いただけます。

Q. 法人証明は学校案内または法人登記簿謄本と記載されていますが、どち
らかの提出でよいのでしょうか？

A. 経営母体の法人が学校案内で確認できる場合は学校案内の提出で構いま
せんが、確認できない場合は法人登記簿謄本のご提出をお願いします。
( 現在事項一部証明書 ( 抄本 ) の内容で十分です。)

Q. 年会費を複数年分一括で支払うことは可能ですか？
A. 年度ごとのお支払いをお願いしています。

Q. Vectorworks操作技能ベーシック認定試験の受験方法を教えてください。
A. Web を利用した CBT システムを使い、いつでも無料で受験が可能です。
また、複数人をまとめて一括でお申込みできますので、学科単位での学
生向け一斉試験としてもご利用いただけます。合格者には技能を証明す
る認定証が発行されます。

OASIS入会について
● 入会基準 （改定2018年1月）

OASISの入会の基準は以下各項の通りです。
1. Vectorworksの登録ユーザで当該学科等 １拠点／10ライセンス以上を所有していること
2. Vectorworksのバージョンは10以上であること
3. 以下各号のいずれかに該当することを基準とします
　３－１.Vectorworksでの２D製図＋３Dモデリングを含む授業（原則年間22.5時間以上）が中期継続的に行なわれていること
　３－２.Vectorworksでの２D製図＋３Dモデリングを含む授業が継続的に行なわれていること、かつ、エーアンドエー株式会社が指定
　　　　  する加盟校専用教材の利用を授業（３単元：90分×3コマ以上）に含めること
4. 発効されたシラバス(授業計画)または、担当教員の授業概要説明書が提出可能なこと
5. 法人格であること
6. 規約に関わる学科、コース、講座ならびにエーアンドエー株式会社とOASIS加盟校間の支援／協力に関する窓口が継続的に明確で
　かつOASIS事務局とコミュニケーションがとれる担当者を特定して指名可能なこと

● 加盟の有効期間
OASISの加盟有効期間は1年間です。4月1日から翌年3月31
日までの「春加盟」、または、9月1日から翌年8月31日までの
「秋加盟」のいずれかの期間よりお選びいただけます。加盟
有効期間終了後も継続してOASISサービス・サポートを受け
るためには、次年度の加盟更新手続きが必要です。

● 加盟登録料と年会費
加盟登録料は無料／年会費は10,000円（税別）です。次年度も継続して加盟いただく場合は、加盟更新申込後に年会費をお支払いただ
きます。 ※会員有効期間の途中で入会の場合、年会費の月割りはできません。なお、会員有効期間の後半(春加盟では10月1日以降、秋
加盟では3月1日以降)で入会し、次年度も継続加盟していただく場合に限り、入会年度の年会費を5,000円（税別）とし、次年度の年会費
と合わせて15,000円（税別）をお支払いただきます。ただし、高等学校以下の年会費は無料です。

● 入会申込について
入会申込は随時行っております。入会申込には以下が必要となります。
１. OASIS入会申込書の提出
２. 入会の基準を満たすことを証するシラバス（授業計画書）または、授業概要説明書の提出
３. 学校案内（法人証明、または法人登記簿謄本）の提出
４. その他入会基準に照らして必要な事項でエーアンドエー株式会社が求めるものの提示
入会手続完了後に「OASIS加盟校之証」を発行します。同時に、OASISホームページ 加盟校一覧への掲載をはじめ、 学生への修了認定
証発行や各種商品のOASIS価格による提供、教材の頒布等、さまざまなサポート・サービスが開始されます。

ご不明な点、ご質問等ございましたら、お気軽にOASIS事務局（03-3518-0127)まで、ご相談ください。

OASIS入会について
http://www.aanda.co.jp/OASIS/join.html




