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OASIS（オアシス）価格表

＜OASIS加盟校用 製品構成／価格表＞
OASIS加盟校様向けに作成した製品・サービスの価格早見表です。
製品・サービスの詳細を各Webサイトで必ずご確認のうえ、ご検討ください。
※本価格表に記載の金額は税別価格(料金)です。ご購入(契約)の際は、別途消費税を申し受けます。※2020年1月現在の税別価格です。

1． Vectorworks Designer 2020 for OASIS ネットワーク版
（製品詳細：https://www.aanda.co.jp/Vectorworks2020/network.html）
製品名

製品単価（税別）

型番

¥440,000

E250000

¥204,000

E250001

Vectorworks Designer 2020 for OASIS ネットワーク版
基本パッケージ（2 ライセンス同時稼動）

＜通常価格：￥1,054,000＞

Vectorworks Designer 2020 for OASIS ネットワーク版
追加ライセンス（ライセンス合計／1〜4 本まで）

＜通常価格： ￥527,000＞

追加ライセンス（ライセンス合計／5〜10 本まで）

＜通常価格： ￥497,000＞

追加ライセンス（ライセンス合計／11〜20 本まで）

＜通常価格： ￥460,000＞

¥182,000

E250002

追加ライセンス（ライセンス合計／21〜30 本まで）

＜通常価格： ￥438,000＞

¥165,000

E250003

追加ライセンス（ライセンス合計／31〜40 本まで）

＜通常価格： ￥424,000＞

¥154,000

E250004

追加ライセンス（ライセンス合計／41〜50 本まで）

＜通常価格： ￥409,000＞

¥142,000

E250005

追加ライセンス（ライセンス合計／51〜200 本まで）

＜通常価格： ￥403,000＞

¥137,000

E250006

追加ライセンス（ライセンス合計／201 本〜）

＜通常価格： ￥398,000＞

¥133,000

E250007

□ OASIS加盟校の当該学科・コース、講座の授業で使用する場合にのみ本価格で購入いただけます。
※購入時にご提出いただく「専用申込書」へOASIS加盟校番号のご記入が必要です。
□ Vectorworks Site Protection Server（ライセンス管理ソフトウエア）について
ライセンス管理ソフトウエアを起動するにはインストールされるパソコンにドングルの装着が必要です。
ドングルはWindows及びMacの両OSに対応しています。
※ 基本パッケージには、1サーバのセットが含まれています。

2． Vectorworks Service Select
（サービス詳細：https://www.aanda.co.jp/VSS/）
製品名

契約料金単価(税別)

型番

¥74,000

VR2312E

Vectorworks Service Select Designer for OASIS ネットワーク版（新規契約 1 年）
＜標準料金単価：￥132,000＞

年間保守サービス「Vectorworks Service Select」（以下Service Select）をご契約いただくことで、最新バージョンの無償提供、
プレミアムTechサポート（テクニカルサポート）など、さまざまなサービスをご提供いたします。
ご契約対象製品はVectorworks 2020です。Ver.2017〜2019の製品をお持ちの場合は、Ver.2020へのバージョンアップが必要です。
※Ver.2016以前はバージョンアップ対象外です
ご契約期間は1年（12ヶ月）です。※ご契約料金にVectorworks本体の価格は含まれません

3. Vectorworks 学生単年度版 for OASIS
（製品詳細：https://www.aanda.co.jp/products/tannendo/oasis̲index.html）
製品名

Vectorworks 学生単年度版 for OASIS

製品単価（税別）

型番

¥10,000

春版：124176
秋版：124178

＜標準料金単価：￥20,000＞

□ OASIS加盟校に在学する生徒が予習復習を目的で使用する場合と、当該学科・コース、講座の担当教員が教材の作成で使用する場合
にのみ購入いただけます。※授業での使用、営利目的での利用は禁止されています。
□ 当該授業履修完了者は、在学中に限り購入可能です。※キャリアアップスクールの場合は、当該授業履修中のみの購入可能です。
□ OASIS加盟校様向け専用申込書に必要事項をご記入の上お申込ください。
※専用申込書は、OASISのご担当教員様よりお受け取りください。一般配布はしておりません。
※OASIS事務局では直販しておりません。お近くのVectorworks取扱店またはA&Aストアオンラインよりご注文ください。
□ 本製品は、1人1本1台に限定して提供する製品です。1人で複数本の購入やお申込はできません。
□ 本製品は、Vectorworks Designer 2020 スタンドアロン版と同等機能を備えています。
□ 2020年度版の使用期間は春版:2020年4月1日から2021年4月30日、秋版:2020年9月1日から2021年9月30日です。

＜ご注意＞ 本価格表は、OASIS加盟校のみ適用されます。一般の方は利用できません。
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裏面もご覧ください▶

4．OASIS講習教則本
製品名

製品単価（税別）

CAD リテラシー演習（Vectorworks Design Drill）

￥1,800

はじめての Vectorworks ver2020 版

¥1,000

Vectorworks 3D のスタート ver2020 版

¥1,000

BIM 演習 -Vectorworks Architect-

¥1,200

BioclimaticDesign デザインガイドブック

¥1,500

□ Vectorworks 2020に対応する教則本は、はじめてのVectorworksとVectorworks 3Dのスタートです。※4月下旬より販売予定
□ OASIS加盟校様が講習教則本を教材として使用される場合のみ購入いただけます。
※取り扱いはOASIS事務局に限ります。一般販売しておりません。
□ ご注文の際は、OASISコミュニティポータルサイト（https://oasis.aanda.co.jp/connect/）より専用の注文書をダウンロードして
ご利用ください。

5．Vectorworks 専用プラグイン 教育期間向け for OASIS
(製品詳細：https://www.aanda.co.jp/education/index.html)
□ 本プラグイン製品は、法人を対象とした製品のため、個人での購入はお受けできません。
※Vectorworks学生単年度版ではご利用になれません。
□ 教育機関向け製品の使用範囲は、学校内での使用に限定されます。

【新規導入製品】
製品名

製品単価（税別）

型番

SimTread 2020 スタンドアロン版 教育機関向け for OASIS

¥50,000

P25005

SimTread 2020 ネットワーク版用 教育機関向け for OASIS

¥50,000

P25008

THERMORender 2020 スタンドアロン版 教育機関向け for OASIS

¥100,000

P25020

THERMORender 2020 ネットワーク版用 教育機関向け for OASIS

¥100,000

P25023

ADS-BT for Vectorworks 2020 スタンドアロン版用 教育機関向け for OASIS

¥75,000

BT250002

ADS-BT for Vectorworks 2020 ネットワーク版用 基本パッケージ 教育機関向け for OASIS

¥75,000

BT250007

ADS-BT for Vectorworks 2020 ネットワーク版用 追加ライセンス 教育機関向け for OASIS

¥75,000

BT250008

ADS-BT for Vectorworks 年間サポート契約

¥36,000

BT240009

製品名

製品単価（税別）

型番

SimTread 2020 スタンドアロン版 バージョンアップ 教育機関向け for OASIS（2019→2020）

¥17,500

P25011

SimTread 2020 スタンドアロン版 バージョンアップ 教育機関向け for OASIS（2→2020）

¥25,000

P25039

SimTread 2020 ネットワーク版用 バージョンアップ 教育機関向け for OASIS（2019→2020）

¥17,500

P25014

SimTread 2020 ネットワーク版用 バージョンアップ 教育機関向け for OASIS（2→2020）

¥25,000

P25042

SimTread 2 ライセンス更新サービス 教育機関向け for OASIS

¥16,500

P25017

THERMORender 2020 スタンドアロン版 バージョンアップ 教育機関向け for OASIS（2019→2020）

¥35,000

P25026

THERMORender 2020 スタンドアロン版 バージョンアップ 教育機関向け for OASIS（5Pro 以下→2020）

¥50,000

P25045

THERMORender 2020 ネットワーク版用 バージョンアップ 教育機関向け for OASIS（2019→2020）

¥35,000

P25029

THERMORender 2020 ネットワーク版用 バージョンアップ 教育機関向け for OASIS（5Pro 以下→2020）

¥50,000

P25048

【更新＆バージョンアップ製品】

＜ご注意＞ 本価格表は、OASIS加盟校のみ適用されます。一般の方は利用できません。
Printed by A&A 2019.11.25 OASIS

