
メガソフトスクールパックシリーズ －ＭＥＧＡＳＯＦＴ Ｓｃｈｏｏｌ Ｐａｃｋ－ 
３ＤマイホームデザイナーＰＲＯ９／ＰＲＯ９ＥＸ スクールパック 

 

「３ＤマイホームデザイナーＰＲＯ９／ＰＲＯ９ＥＸ スクールパック」は、簡単な操作で間取りプランから3DCGの建築パース図、

プレゼン資料を作成できるので、建物のプランニング力、内外装のデザイン力、プレゼンテーション力を養うことができま

す。 

また、木造軸組や和室のしつらえなど、教科書の説明や挿絵だけではイメージしにくい構造を、3DCGムービーで習得でき

る教材データが付属しているので専門的に建築を学ぶ授業に非常に導入しやすい内容になっています。 

 

■３ＤマイホームデザイナーＰＲＯ９ スクールパックの種類と価格 
３ＤマイホームデザイナーPRO9 スクールパック 標準価格 本体価格 

３ＤマイホームデザイナーPRO9 スクールパック ボリュームライセンス ¥37,950 ¥34,500 

３ＤマイホームデザイナーPRO9 スクールパック メディアキット ¥5,500 ¥5,000 

バージョンアップ版 標準価格 本体価格 

３ＤマイホームデザイナーPRO9 スクールパック ボリュームライセンス VUP版 ¥34,155 ¥31,050 

※ボリュームライセンスの価格は1ライセンス当たりの価格となっています。 

※メディアキットには、プログラムDVD-ROM、教材CD-ROMが1セット含まれております。メディアキットにライセンスは含まれません。 

※VUP（バージョンアップ）版は旧バージョンをお持ちの学校が対象となります。旧バージョンのライセンス数の範囲内でお求めいただけます。

VUP版をご購入いただきますと旧バージョンのライセンスは失効いたします。3DマイホームデザイナーPROスクールパックの旧バージョンが対

象です。 

 

■３ＤマイホームデザイナーPRO9 EX スクールパックの種類と価格 
３ＤマイホームデザイナーPRO9 EX スクールパック 標準価格 本体価格 

３ＤマイホームデザイナーPRO9 EX スクールパック ボリュームライセンス \66,550 ¥60,500 

３ＤマイホームデザイナーPRO9 EX スクールパック メディアキット \38,500 ¥35,000 

バージョンアップ版 標準価格 本体価格 

３ＤマイホームデザイナーPRO9 EX スクールパック ボリュームライセンス VUP版 \59,895 ¥54,450 

※ボリュームライセンスの価格は1ライセンス当たりの価格となっています。 

※ボリュームライセンスにはインテリアコーディネート ハンドブックがライセンス数分附属いたします。ハンドブックの代金はボリュ 

ームライセンスの価格に含まれております。 

※メディアキットには、プログラムDVD-ROM、教材CD-ROM、Optimage（500ポイント）が1セット含まれております。Optimageは1台のパソコンで

のみご利用いただけます。メディアキットにライセンスは含まれません。 

※VUP（バージョンアップ）版は旧バージョンをお持ちの学校が対象となります。旧バージョンのライセンス数の範囲内でお求めいただけます。

VUP版をご購入いただきますと旧バージョンのライセンスは失効いたします。3DマイホームデザイナーPRO7 EXTRA PREMIUM スクールパック、

3DマイホームデザイナーPRO8EXスクールパックが対象です。 

 

＜附属するサービス／特典＞ 

・購入から3年以内に製品がバージョンアップした際には、所定の手続きにより無償でプログラムの最新版を提供いたします。無償バージョン

アップの起算日は初回導入月の月末を起算日とします。後からライセンス追加を行われた場合も初回導入月の起算日からカウントして3年以内

を無償バージョンアップの対象とします。 

 

■EXアップグレード スクールパックの種類と価格 
EX アップグレード スクールパック 標準価格 本体価格 

EXアップグレードオプション スクールパック ボリュームライセンス \ 28,600 ¥26,000 

EXアップグレードオプション スクールパック メディアキット \ 38,500 ¥35,000 

※ボリュームライセンスの価格は1ライセンス当たりの価格となっています。 

※メディアキットにライセンスは含まれません。 

 

■お申込方法 
メガソフトショップをご利用の場合は、別紙「スクールパック購入申込書」に必要事項をご記入の上、FAXください。 
 
＜個人情報の取り扱いについて＞ 

メガソフト株式会社では、お客様への弊社製品・サービスの電子メールや郵送などによるご案内や、統計・分析を行うため、合理的かつ適正な範囲でのみお客様の個人情報を

利用するものとし、「個人情報の取扱いに関する契約」を締結した委託事業者を除く第三者には提供いたしません。 

 

お問い合わせ先 
メガソフトインフォメーションセンター 

Tel 06-6147-2780 Fax 06-6131-5081 

〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12梅田センタービル11階 

shop@megasoft.co.jp http://www.megasoft.co.jp/ 



 

 

 

 

3DマイホームデザイナーPRO9／PRO9EX スクールパック購入申込書 
※バージョンアップ版をご購入の場合は、旧バージョンのライセンスキーをご記入ください。 

 

▼申込商品記入欄 

３ＤマイホームデザイナーＰＲＯ９ スクールパック 商品価格 
（税込） 

購入数 金額 
（税込） 

３ＤマイホームデザイナーPRO9 スクールパック 

ボリュームライセンス 
¥37,950 セット 円 

３ＤマイホームデザイナーPRO9 スクールパック 

メディアキット 
¥5,500 セット 円 

３ＤマイホームデザイナーPRO9 スクールパック 

ボリュームライセンス VUP版 
※下記に旧バージョンのライセンスキーをご記入ください。 

¥34,155 セット 円 

３ＤマイホームデザイナーＰＲＯ９ EX スクールパック 商品価格 
（税込） 

購入数 
金額 
（税込） 

３ＤマイホームデザイナーPRO9 EX スクールパック 

ボリュームライセンス 
¥66,550 セット 円 

３ＤマイホームデザイナーPRO9 EX スクールパック 

メディアキット 
¥38,500 セット 円 

３ＤマイホームデザイナーPRO9 EX スクールパック 

ボリュームライセンス VUP版 
※下記に旧バージョンのライセンスキーをご記入ください。 

¥59,895 セット 円 

EXアップグレードオプション スクールパック 
商品価格 
（税込） 

購入数 金額 
（税込） 

EXアップグレードオプション スクールパック 

ボリュームライセンス 
¥ 28,600 セット 円 

EXアップグレードオプション スクールパック メディアキット ¥38,500 セット 円 

送  料     （どちらかに○をつけてください）→  
銀行振込の場合 

825円 

代引決済の場合 

1,155円 

お支払い合計金額 
（商品金額 + 送料） 

 

       円 

 

 

※VUP版をお求めの場合は以下に旧バージョンのライセンスキーをご記入ください。複数ある場合は複数ご記入ください。 

 

        －        －         －                 －           －          －             

        －        －         －                 －           －          －             

        －        －         －                 －           －          －             

        －        －         －                 －           －          －             

        －        －         －                 －           －          －             

 

ＦＡＸ ０６－６１３１－５０８１ 

メガソフトショップ行 



 

▼ご注文者情報／お支払い方法 

氏 名  

学校／教育機関名  学部／学科  

お届け先 〒 

ご連絡先 TEL     －     －           FAX     －     － 

メールアドレス  

お支払い方法※ 

□代金引換（着払い） 
※商品お届け時に、代金をお支払いいただきます。 

 

□銀行振込      振込名義人（ 
カタカナ

                          ） 
※お申込後に、折り返し振込み銀行口座をご連絡いたします。入金確認後の商品出荷となります。 

※FAX、またはメールにて振込口座を連絡しますので、できるだけ明確にご記入ください。 

※お申込み後にお振込口座のご連絡が届かない場合は、インフォメーションにお問合わせください。 

 

 

 

■お申し込みについてのご注意とお願い 
 

・料金の後払い、電話による直接のお申込はお受けできませんのでご注意ください。 ・配達日・発送方法の指定はご遠慮ください。 

・お申込前に、商品と合計金額に間違いがないか必ずお確かめください。 

・合計金額が異なる場合、商品の発送ができませんのでご注意ください。 

・申込書の譲渡・転売・転貸はできません。 

・商品の返品（キャンセル）は、お届け後8日以内に弊社宛にお電話もしくはFAXにてご連絡ください。特別の事由がなく商品到着後9日以上経過した場合、返品・交

換はお受けできません。 

・お申込、商品発送とも、日本国内のみとさせていただきます。 

・ご提供いただきました情報は、発送やご決済およびお客様からのお問い合わせに対し使用し、お客様の承諾なしに第三者に提供いたしません。 

但し、決済および弊社が守秘義務契約した業務提携先からの発送目的として個人情報を預託することがあります。個人情報以外の販売情報は、統計情報として利

用する場合があります。 

 
 

■お問い合わせについて 
 

お申込方法や発送等のお問い合せ先  
メガソフト インフォメーションセンター    電話：０６－６１４７－２７８０ （受付時間9:30～11:45 13:00～17:00 土日、祝祭日を除く）FAX：０６－６１３１－５０８１ 

 

＜通信販売部門＞  

メガソフト株式会社 営業部 〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル11F Tel 06-6147-2780 Fax 06-6131-5081 業務責任者 寺本 

 
 


