
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12住空間学習セット 

 

「3Dマイホームデザイナー12住空間学習セット」は、65万本の出荷実績を持つマイホームデザイナーの学校教育機関

向け商品です。 

間取り図を検討し住空間の構想を考えたり、家事動線を検討するなど、家族の安全を考えた室内環境の整え方を学

習したりするのにご活用いただけますので、中学、高校の家庭科の「住」の授業に最適です。 

また 3D でインテリアをデザインする機能も搭載されていますので、リビングデザインやインテリアデザインの授業にも

ご活用いただけます。 

 

住空間学習セットには、実際に間取りを作成できるソフトの他に日本の伝統的民家や食空間の移り変わり、快適に過

ごすための光環境について解説と 3DCGシミュレーションで再現し学習できる教材データが付属しています。 

 

■3Dマイホームデザイナー12住空間学習セットの種類と価格 
※以下の標準価格は、2019年10月1日以降の消費税8%を含んだ価格で表記しています。税率の変更があった場合、標準価格は変更となります。 

商品名 標準価格 本体価格 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 基本 5 ライセンス 78,650円 71,500円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 基本 10 ライセンス 155,100円 141,000円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 基本 22 ライセンス 338,580円 307,800円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 追加 1 ライセンス 15,290円 13,900円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 追加 10 ライセンス 152,900円 139,000円 
※基本ライセンスには、プログラムDVD-ROM、教材DVD-ROMを各1セット同梱しています。  

※追加ライセンスには、基本ライセンスに付属している、プログラムDVD-ROM、教材DVD-ROMは付属していませんので、 

基本ライセンスをすでにお持ちであるか、同時にご購入いただく必要があります。 

 

スクールパックのバージョンアップ版について 
バージョンアップ版（VUP版）は、下記対象製品を既にご導入頂いている教育機関が対象となります。 

 

【バージョンアップ対象】 

３Ｄマイホームデザイナー スクールパック、３Ｄマイホームデザイナー２ スクールパック、３Ｄマイホームデザイナー2000 スクールパック、

３Ｄマイホームデザイナー2002 スクールパック、３Ｄマイホームデザイナー2004 スクールパック、３Ｄマイホームデザイナー2005 スクー

ルパック、３Ｄマイホームデザイナー2006 スクールパック、マイホームデザイナーLS スクールパック、3DマイホームデザイナーLS2スク

ールパック、３Ｄマイホームデザイナースクールパック2、３Ｄマイホームデザイナー住空間学習セット、３ＤマイホームデザイナーLS4住空

間学習セット 

バージョンアップ版商品名 標準価格 本体価格 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 基本 5 ライセンス VUP 版 62,590 円 56,900 円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 基本 10 ライセンス VUP 版 122,980 円 111,800 円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 基本 22 ライセンス VUP 版 267,916 円 243,560 円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 追加 1 ライセンス VUP 版 12,078 円 10,980 円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 追加 10 ライセンス VUP 版 120,780 円 109,800 円 

 

 

■お申込方法 
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、販売店にお申し込みください。 

（バージョンアップ版の場合、添付のバージョンアップ版専用用紙をご利用ください） 

 

 
＜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丁目4番12号 梅田センタービル 11F 

shop@megasoft.co.jp 

http://www.megasoft.co.jp 
 



 
 

3Dマイホームデザイナー12住空間学習セット（新規）購入申込書 
〔対象教育機関〕  小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専門学校などの学校法人、教育委員会、学校教育センター、 

公立の職業訓練施設、パソコンスクール 

 

（申込有効期限：３Ｄマイホームデザイナー12住空間学習セット販売終了まで有効） 

※以下の標準価格は、2019年10月1日以降の消費税10%を含んだ価格で表記しています。税率の変更があった場合、標準価格は変更となります。 

 

商品名 
商品価格 

（税込） 
購入数 

金額 

（税込） 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 基本 5 ライセンス 78,650 円  円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 基本 10 ライセンス 155,100 円  円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 基本 22 ライセンス 338,580 円  円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 追加 1 ライセンス（※1） 15,290 円  円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット 追加 10 ライセンス（※1） 152,900 円  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 

代金引換決済の場合 

1,155円 

お支払い合計金額 
（商品金額 + 送料） 

 

         円 

 

 

 

お申込日     年    月     日 

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ご連絡いたしますので、できるだけ明確にご記入ください。 

※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までご連絡ください。 

 

■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 Tel 06-6147-2780 Fax 06-6131-5081 （受付時間9:30～11:45 13:00～17:00 土日、祝祭日を除く） 

＜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

※1 追加ライセンスのみお申し込みされる場合は、ソフトウェア使用許諾契約書に記載されている 

基本セットのライセンスキーをご記入ください。 

基本セットの 

ライセンスキー 
 

 

FAX 06-6131-5081 
メガソフトショップ行 

都道 

府県 

フリガナ 



 

 
 

3Dマイホームデザイナー12住空間学習セット（バージョンアップ版）購入申込書 
〔対象教育機関〕 

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専門学校などの学校法人、教育委員会、学校教育センター、公立の職業訓練施設、パソコンスクール 

 

〔バージョンアップ版対象〕 下記対象製品を既にご導入頂いている教育機関が対象となります。 

３Ｄマイホームデザイナースクールパック、３Ｄマイホームデザイナー２ スクールパック、３Ｄマイホームデザイナー2000 スクールパック、３Ｄマイホームデザイナー2002 ス

クールパック、３Ｄマイホームデザイナー2004 スクールパック、３Ｄマイホームデザイナー2005 スクールパック、３Ｄマイホームデザイナー2006 スクールパック、マイホーム

デザイナーLS スクールパック、3DマイホームデザイナーLS2スクールパック、３Ｄマイホームデザイナースクールパック2、３Ｄマイホームデザイナー住空間学習セット 

お手持ちの製品名 

※バージョンアップ版のお申込みには、対象製品名とライセンスキー（またはシリアルナンバー）が必要です。 

※バージョンアップ版を複数パックご注文の場合、本数分の旧バージョンのライセンスキー（またはシリアルナンバー）をご記入ください。 

※現在お持ちのライセンス数を越えてお申込いただくことはできません。 

 

ライセンスキーまたは 

シリアルナンバー 
 

 

（申込有効期限：３Ｄマイホームデザイナー12住空間学習セット販売終了まで有効） 

※以下の標準価格は、2014年4月1日以降の消費税8%を含んだ価格で表記しています。税率の変更があった場合、標準価格は変更となります。 

 

商品名 
商品価格 

（税込） 
購入数 

金額 

（税込） 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット基本 5 ライセンス VUP 版 62,590 円  円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット基本 10 ライセンス VUP版 122,980 円  円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット基本 22 ライセンス VUP 版 267,916 円  円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット追加 1 ライセンス VUP版 12,078 円  円 

３Ｄマイホームデザイナー12 住空間学習セット追加 10 ライセンス VUP版 120,780 円  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 

代金引換決済の場合 

1,155円 

お支払い合計金額 
（商品金額 + 送料） 

 

         円 
 

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ご連絡いたしますので、できるだけ明確にご記入ください。 

※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までご連絡ください。 

 

■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 Tel 06-6147-2780 Fax 06-6131-5081 （受付時間9:30～11:45 13:00～17:00 土日、祝祭日を除く） 

＜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 

FAX 06-6131-5081 
メガソフトショップ行 

 

 

お申込日     年    月     日 

 

都道 

府県 

フリガナ 


