
Web やモバイル、クラウドの活用で 
新しいワーク スタイルをサポート
AutoCAD LT のサブスクリプションメンバーになると、
特典の AutoCAD Web アプリやモバイル アプリを利
用して、いつでも、どこでも、CAD 図面にアクセスでき
ます。

AutoCAD モバイル アプリ

インターネットにつながらない場所でも、AutoCAD の
機能を活用できる強力なアプリです。お好きなスマート
フォンやタブレットから、使いやすいツールを使って現
場で計測したり、お客様と打ち合わせをしながら CAD 
図面を編集することが可能です。お使いの OS のアプリ 
ストアからダウンロードし、Autodesk ID でサインイン
してご利用ください。

AutoCAD Web アプリ
コンピューターに AutoCAD LT をインストールする必
要はありません。Web ブラウザー経由でどこからでも
最新の図面にアクセスして、使いやすい Web インターフ
ェイス上で CAD 図面の表示、編集、作成ができます（ご
利用の際は、web.autocad.com から Autodesk ID 
を使用したサインインが必要です）。

Web およびモバイルに図面を保存

デスクトップから Web やモバイルに図面や外部参照を
保存できるので、デスクトップ、Web ブラウザー、モバ
イル デバイスの AutoCAD から、柔軟に最新図面にア
クセスできます。デスクトップで行っていた作業を、 
外出先で簡単に続けられます。

ファイルにいつでもアクセス

Microsoft OneDrive、Box、Dropbox、Google 
Drive などの主要クラウド ストレージ サービスに
保存した DWG ファイルを、あらゆるデバイスから 
AutoCAD で直接表示・編集できます。

簡単にコラボレーション

デスクトップ、Web ブラウザー、モバイル間でクライア
ントや同僚とやり取り。リアルタイムで共同作業を進め、
変更を加えられるので、コミュニケーションに遅れが生
じることがなくなり、オフィスに戻って変更点を反映す
る手間も省けます。

AutoCAD LT。どこにいても、正確な作図
高精度の 2D 図面や設計図書をすばやく作成、編集。AutoCAD Web アプリや
モバイル アプリを使えば、いつでも、どこでも作業できます。

優れた作図ソフト
AutoCAD LT は、正確な 2D 図面を短時間で作成でき
る、使いやすい汎用作図ツールです。日常業務の自動化
やワークフローの効率化により、生産性が向上します。

正確な作図

作図、編集、設計、注釈ツールが揃っており、高精度の 
2D 図面や設計図書を作成できます。

すぐに作業開始

直観的なユーザー インターフェイスを搭載。コンテキス
ト リボン タブ、多機能グリップ、カスタマイズ可能な 
ツール パレット、インテリジェントなコマンド ラインな
どの機能をスムーズに利用できます。

優れたテクノロジーの利用

TrustedDWG™ テクノロジー、高解像度モニターの
サポート、マイグレーション ツール、Autodesk デスク
トップ アプリなど、最新のテクノロジーをご活用いただ
けます。

新機能
• 画面移動やズームの高速化など、進化したグラフィッ
クス性能を体感してください。

• 図面履歴や外部参照比較の新しい機能や、強化され
たブロック パレット機能などを活用して、作図作業を
スピードアップできます。

AutoCAD Web アプリとモバイル アプリ†
• 現場などの外出先でも、お好きなモバイル デバイスか
ら図面の表示、編集、作成を行えます。

• ソフトウェアのインストールが不要なので、どのコン
ピューターの Web ブラウザーからでも図面の表示や
編集ができます。

サブスクリプションならではのメリット
• 1 ヵ月から複数年まで、ニーズに合わせてソフトウェ
アの利用期間を柔軟に選択できます。

• デスクトップ、Web ブラウザー、モバイルで AutoCAD 
を使用できます。

• 更新プログラムをいつでも入手できるサブスクリプ 
ションメンバー限定* の特典により、図面や設計図書
の作成に最新機能を活用できます。

http://web.autocad.com


新機能や強化機能を活用して 
スピーディーに作図

図面履歴

図面の経時的な変更を表示できます。現在の図面上で直
接的に前バージョンと比較できるなど、有益な情報が自
動生成されます。

外部参照比較

2 つの外部参照ファイル（Xref）のバージョンを比較し
て、現在の図面から変更できます。

ブロック パレットの機能強化

ブロック コンテンツに、いつでもどこからでもアクセス
できます。デスクトップまたは AutoCAD Web アプリの
［ライブラリ］タブから、効率よくブロックを挿入でき
ます。

グラフィックス性能が向上

画面移動やズームの操作を、より高速にリアル タイムで
行えるようになりました。2D ビューをズームしたり画面
移動したりする際は、AutoCAD LT が自動的に再生成を
実行し、すばやくスムーズな操作感を実現します。

クラウド ストレージ接続

サブスクリプション特典である Autodesk Drive の他、
主要なクラウド ストレージ サービス上に保存した DWG 
ファイルを直接開くことができます。

トリムと延長

トリム機能と延長機能がさらに効率的になりました。デ
フォルトの［クイック］モードでは、すべてのオブジェク
トの境界が自動選択されます。

クイック計測の機能強化

MEASUREGEOM［ジオメトリ計測］コマンドの［クイッ
ク］オプションで、2D 図面内の領域の面積と周長が計
測、表示されるようになりました。

雲マークの機能強化

新しいREVCLOUDPROPERTIES［雲マークのプロパテ
ィ］コマンドで、すべての雲マークの円弧の長さを変更
できます。

オブジェクトを 1 点で分割する

新しい BREAKATPOINT［点で部分削除］コマンドを使
えば、任意の点で線分や円弧を分割したり、ポリライン
を 2 つのオブジェクトで開くことができます。

TrustedDWG テクノロジーで設計データを
保護
データ保全において最も信頼性の高い TrustedDWG™  
テクノロジーにより、大切な設計データを安心して管
理し、プロセス全体を通じて一貫性を保つことができま
す。TrustedDWG は、設計データを安全に維持し保護
するための最善のテクノロジーです。
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サブスクリプションの特典
AutoCAD LT のサブスクリプションメンバーに 
なって、ソフトウェアを柔軟に運用したり、サポー
トを利用しましょう。サブスクリプションには次の
ような特典が付いてきます。

• 技術サポート：サポート スペシャリスト、 
リモート デスクトップ サポート、オンライン リ
ソースを利用できます。

• 常に最新のソフトウェア：更新プログラムをい
つでも入手して、ソフトウェアを最新の状態に
維持できます。

• 柔軟な期間オプション：1 ヵ月から複数年ま
で、必要なソフトウェアを必要な期間だけ利用
できます。

• 管理ツール：Autodesk Account で、ソフト 
ウェア ライセンス、ライセンスの割り当て、 
利用状況を簡単に管理できます。

AutoCAD LT の製品体験版を 
今すぐお試しください。
www.autodesk.co.jp/products/ 
autocad-lt/free-trial

https://www.autodesk.co.jp/products/autocad-lt/free-trial
https://www.autodesk.co.jp/products/autocad-lt/free-trial

