
 
 

DraftSight 購入時によくあるご質問と回答 
 

DraftSight はどうやって購入できるのですか？ 
DraftSight は、オンラインストアから、お客様が直接購入できます。                         
1名のお客様情報の登録で、1本でも、複数本でも購入できます。                            
オンラインストアは、電子商取引(EC)です。クレジットカード、コンビニ、電信送金(銀行振込)などの方法から決済
方法を選択することで、製品売買が成立します。 
 

注意：オンラインストアは、オンライン販売会社クレバーブリッジ (cleverbridge AG)が運営しています。 
     購入プロセスに関わるご質問は、クレバーブリッジにお問い合わせいただけます。  

オンラインストアでは、お見積りシステムをサポートしていませんのでご了承下さい。 
 

企業で購入したいので、事前に「見積もり」が欲しいのですが? 
オンラインストアでは、お見積りシステムをサポートしていません。 
一般の電子商取引になりますので、(例：クレジットカード決済の場合)最終購入決定前に、注文番号、購入した
製品および本数、金額等を確認する画面に従って、「購入」ボタンをクリックするだけです。                                   
お見積りが必須の場合は、DraftSight Enterprise(DraftSight Professional機能相当)の見積もり提示が可
能です。こちらにアクセスして下さい。- 
 

 

購入前の注文プロセスについて、または購入できたのかどうか質問したい
のですが? 
オンラインストアで購入するにあたって不明な点がありましたら、オンラインストアを運営するクレバーブリッジにお問い
合わせいただけます。 

注文済みの製品の購入に関してお問い合わせのある場合もクレバーブリッジ カスタマーサポートへお問い合わせ
下さい。注文後にお問い合わせの場合は、購入時の注文番号が必要です。 
 
 

代理店から購入できるDraftSight Enterpriseとの違いは何ですか? 
オンラインストアから購入できるDraftSightは、 
• DraftSight Standard、DraftSight Professional、および DraftSight Premiumの3製品、すべてスタンドア

ロン版です。 
• DraftSight Standard は、 オンラインストアでしか購入できないお手頃価格の製品です。 
• オンラインストアから購入するDraftSightは、テクニカルサポートがありません。 
 

SOLIDWORKS販売代理店から購入できるDraftSight Enterpriseは、 
• DraftSight Professional の全ての機能を持つネットワークライセンス版で、代理店によるテクニカルサポートが

あります。 
• DraftSight Premium の全ての機能を持つネットワークライセンス版は、DraftSight Enterprise Plusで、 

SOLIDWORKS販売代理店から購入できます。 
• ネットワークライセンスは、最低2本(SNL)の購入が必須です。 

 
DraftSight は、一度購入したら、永久に使い続けられるのですか？ 
•  DraftSight Standard、DraftSight Professionalおよび DraftSight Premiumは、全て12か月期間ライセ

ンスです。購入後、12か月を経過すると使用できません。 
• オンラインストアから購入できるDraftSightの使用開始は「購入」ボタンをクリックした日、からカウントされます。 

コンビニ決済、電信送金など、振込が確認されるまでの期間も「使用期間」に含まれますのでご注意下さい。 
• 使用期間(契約期間)に関する情報は、購入時に受信するメールの「お客様情報」リンクに記載されています。 
 
DraftSight Enterpriseの製品価格を知りたいのですが？ 
• SOLIDWORKS販売代理店から購入できるDraftSight Enterpriseには、購入オプションがあります。      

オンラインストアから購入する製品と同様な12か月期間ライセンスは、￥60,000/１ライセンスで、最低２本
購入必須です。その他の購入オプション(製品一括購入型)の価格については、SOLIDWORｋS販売代理
店にお問い合わせ下さい。 

 
注意: DraftSight Standard、ProfessionalおよびPremiumは、12か月期間ライセンスだけになり、「ノンサブスクリプション契約(一回購入)」で
購入することはできません 

注意：オンラインストアで購入済みの製品のインストールに関するご質問は、購入時に受信し、ライセンスの記載された 
   メールに、問い合わせ先が記載されています。ご確認下さい。 
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DraftSight 購入前によくあるご質問と回答 
 

DraftSight Enterpriseユーザーです。バージョン更新するためには追加
必要が発生しますか、または継続使用可能ですか? 
DraftSight2019以降、DraftSight  EnterpriseまたはDraftSight  Enterprise Plusには、1年間のサブスクリプショ
ン購入、または、PLC (永久ライセンス費: Perpetual License Cost + ALC年間サブスクリプション費)購入の２つのタイ
プでご購入が可能になりました。  
ご検討のお客様は、販売代理店にご相談下さい。. 

DraftSight 2019は、どうやって購入できるのですか? 
 DraftSight 2019 Standard、Professional、Premiumをご購入の場合は、DraftSight.com 
にアクセスして下さい。このサイトでは、12か月の期間(Term)ライセンスの購入が可能です。ネットワー
クライセンスおよびテクニカルサポートを含むDraftSight Enterprise およびDraftSight Enterprise 
Plusは、販売代理店から購入することができます。 
詳細および見積もり依頼は、DraftSight.com/RAQにアクセスして下さい。  
 

DraftSight の期間ライセンスを購入する前に機能を評価することはできま
すか？ 

 はい。2019以降のバージョンには、30日間トライアル版をご使用いただけます。サイトへアクセスし、   
“無償30日間トライアル版”を選択の上、インストールして下さい(Windows版のみ)  

 

 
DraftSight Professionalを使っています。  
PremiumへのアップグレードまたはStandardへのダウングレードは可能
ですか? 
 

 
 
私は、Macユーザーです。DraftSight  は使えますか？ 

DraftSight 2020より、Mac版について、正式に購入版としてリリースされました。 Beta 版は、終了しています
(2020年10月現在)。 

DraftSight.com/Download にアクセスて30日間お試しできるDraftSight は、Windows版のみとなりますので
ご注意下さい。 

 

インストールができない、などの問題の問い合わせ先はありますか？ 
DraftSight  Standard, Professional, または Premium をご購入のお客様が、「ライセンスが動かない」「インストールできなかっ
た」などのトラブルにあった場合のみ、テクニカルサポートが用意されています。 DraftSight 購入時、ライセンス(アクティベーション
コード)が記載された受信メールに、問い合わせメールアドレス、が記載されておりますので、そちらまでお問い合わせ下
さい。 

• その他、操作等に関する情報は、DraftSightコニュニティや、SOLIDWORKS公式ブログサイトでも
ご確認いただけます。 

製品情報は、DraftSight.com/ja へアクセスして下さい。 
 
購入したDraftSightのライセンスを別のPCでアクティベーション
することはできますか？ 
ご使用中のDraftSight Standard、ProfessionalおよびPremiumは、DraftSightのインストールされたPC上の
DraftSightを非アクティブ化することで、別のPCにインストールされたDraftSightをアクティブ化することができます。 
ここに詳細が掲載されていますのでご確認下さい。尚、この方法には、使用限度数があります。サイトの注意をご一読
いただきご使用のほどお願いいたします。 

 
サブスクリプション契約することによってDraftSight Enterprise または Enterprise Plusへのアップグレードはできます。 
Premiumへのアップグレード、または、Standardへのダウングレードはできません。 
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DraftSight 購入時によくあるご質問と回答 

DraftSight 製品構成  
＊以下は、2021年9月現在の情報に基づき作成されています。予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。 
 

 
 

DraftSight  
Professional 

DraftSight  
Premium 

DraftSight  
Enterprise 

DraftSight  
Enterprise Plus 

 

機能 

Standardの全ての機
能＋図面機能拡張  

API機能,  
 

Professional の全ての
機能＋ 

3次元作成機能(モデリ
ング、プロトタイピング、製
造、加工に有効な機能) 

Professional機能をご使用
のお客様向け、ネットワークライ
センス、展開ツールおよびテクニ
カルサポート  
 

Premium機能をご使用のお客様向
け、ネットワークライセンス、展開ツールお
よびテクニカルサポート 

 OS Windows® Windows® Windows® 
最低 2 本以上の購入が必要 

Windows® 
最低 2 本以上の購入が必要. 

購入方法 www.DraftSight.com/Pr
ofessional へアクセスして
オンライン決済 

www.DraftSight.com/Pr
emium へアクセスしてオンラ
イン決済 

販売代理店へお問い合わせ下さ
い。見積り依頼は、 
https://www.solidworks.com/ja 

販売代理店へお問い合わせ下さい。 

見積り依頼は、
https://www.solidworks.com/ja 

トライアル 可能  不可 可能 可能 

ライセンス 12 か月期間ライセンス 12 か月期間ライセンス ＊ 12 か月期間ライセンス  

＊一括払い＋初年度保守費用支
払 。次年度以降は、12 カ月ごと保
守費用のみ更新 

＊最低 2本の購入必須 

＊ 12 か月期間ライセンス  

＊一括払い＋初年度保守費用支払 。次年
度以降は、12 カ月ごと保守費用のみ更新 

＊最低 2本の購入必須 

価格 
(USD) 

$199  
 

$499 販売代理店にお問い合わせ下
さい。 

販売代理店にお問い合わせ下さい 

 
ｻﾎﾟｰﾄ 

1) Forum を介した swYm コ
ミュニティへのアクセス 

2) インストールまたはアクティ
ベーションに関する Email 問
い合わせ 

1) Forum を介した swYm コ
ミュニティへのアクセス 

2) インストールまたはアクティ
ベーションに関する Email 問
い合わせ 

1) Forum を介した swYm コミュニテ
ィへのアクセス 

2) 販売代理店によるテクニカルサポ
ート 

1) Forum を介した swYm コミュニティへのアク
セス 

2) 販売代理店によるクニカルサポート 

 *DraftSight Enterprise およびDraftSight Enterprise Plus のみ、12か月毎にSSをお支払いいただく期間
ライセンスと、製品一括払い購入と次年度から12か月毎にSSをお支払いいただく、オプションがあります。 
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