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MODO JAPAN グループ 

〒102－0076 東京都千代田区五番町 2-4 5 階 

電話：03-6685-6636  FAX：03-5211-0207 

email: sales@modogroup.jp 

MODO トレーニングビデオ 申込書 

お客様ご記入欄 お申込日    年   月   日 

お客様区分 □個人      □企業      □官公庁      □教育機関      □学生      □教員      □その他 

会社名・教育機関名 
 

*個人によるご登録の場合は記入しないでください。 

フリガナ  電話番号 -       - 

氏名/担当者名  FAX 番号 -       - 

メールアドレス ＠ 

２ページ目以降の製品リストをご参照の上、下記にご購入を希望される製品型番、製品名等を記載して、本ページのみをご提出ください。 

※下記のリストに記入しきれない場合は、２ページ目以降のリストのご購入を希望される製品のライセンス数をご記入頂き、該当するチェックボ

ックスに印を付けて、本用紙と一緒にご提出ください。 

お客様区分 □個人  □企業  □官公庁   □その他 

型番 製品名 金額 数量 

    

    

    

    

    

本トレーニングビデオに関するご注意事項： 

●本申込書記載の申込期限や販売価格は予告なく変更される場合があります。 

●古いバージョン対応のビデオにつきましては、最新バージョンでは一部操作が異なる場合がありますが、基本的な操作はご理解いただけます。 

●本トレーニングビデオは、QuickTime 形式のデータが収録されているため、ビデオの再生を行うために、お使いのコンピュータ（Windows/Mac OS）に QuickTime

プレーヤーがインストールされている必要があります。 

 

販売会社様ご記入欄 

法人名  

部署名  

担当者名  電話番号  

メールアドレス ＠ 

 

個人情報の取り扱いについて 

本申込書に記載されたお客様情報は、弊社に至るまでに販売業者等を経由します。弊社到着前におけるお客様情報は、各経由者で管理されるものであることを事前にご

了承ください。弊社では、お申し込み頂いた本ライセンスに関するお客様情報を、製品及びサービス提供上必要な範囲において、販売業者等に開示する場合がございま

す。弊社では、本ライセンス製品の申込を頂いたお客様情報は、弊社プライバシーポリシー（http://modogroup.jp/info/privacy.html）で告知する範囲にて利用いた

します。 
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MODO トレーニングビデオ 申込書 

 

1 ページ目の「MODO トレーニングビデオ 申込書」に記入しきれない場合は、本リストにて、お名前、並びに、ご購入を希望される製品のライセンス数をご記入頂き、

該当するチェックボックスに印を付けて、１ページ目の申込書と一緒にご提出ください。 

※以下に掲載のビデオ製品に関しましては、「パッケージ版」と記載のある製品以外は、全てメール納品(ダウンロード販売)となり、パッケージによる提供はございま

せん。 

 

お客様ご記入欄 お名前  

ご購入を希望される製品のライセンス数をご記入頂き、該当するチェックボックスに印をお付けください。（複数可） 

☑ 製品名 対応 Ver. 商品コード 
標準価格 

(税抜) 
数量 

MODO 基本トレーニングビデオ 

□ 3DCG ソフトウェア MODO トレーニングビデオ(CORDELIA) 901 NK9J-VD1 9,800 円  

□ 
3DCG ソフトウェア MODO トレーニングビデオ(CORDELIA)/ 

パッケージ版 
901 NK9J-VD2 12,800 円  

□ 
3DCG ソフトウェア MODO トレーニングビデオ(CORDELIA)/ 

パッケージ版(ボリュームライセンス) 
901 NK9J-VD3 80,000 円  

□ MODO 901 Spotlight 日本語版 901 LX9J-V01 2,800 円  

□ MODO 801 Spotlight 日本語版 801 LX8J-V02 2,800 円  

□ modo 701 SpotLight 日本語版 701 LX7J-V01 2,800 円  

□ modo 601 SpotLight 日本語版 601 LXM6SLH141 2,800 円  

□ modo 501 SpotLight 日本語版 501 LXM5SLH141 2,800 円  

□ modo 401 SpotLight 日本語版 401 LXM4SLH181 2,800 円  

建築・プロダクトデザイン編 

□ modo 実践チュートリアルビデオ デザイナーズハウス編 501/601 HBV5-06 3,800 円  

□ modo 実践チュートリアルビデオ 建築パース編 401 HBV4-01 4,800 円  

□ modo 実践チュートリアルビデオ 建築パース編(モデリング) 401 HBV4-02 2,800 円  

□ modo 実践チュートリアルビデオ 建築パース編(材質設定 レンダリング) 401 HBV4-03 2,800 円  

□ modo 実践チュートリアルビデオ 家具編 401 HBV4-04 3,800 円  

□ modo 実践チュートリアルビデオ インテリア編 401 HBV4-05 4,800 円  

□ Architectural 建築モデリング 日本語版 302 LX011H242 2,800 円  

□ 
MODO 建築・家具チュートリアルビデオセット 

(Video:建築パース、家具、インテリア、デザイナーズハウス) 
401~601 HBV-B01 12,800 円  

ゲーム編 

□ modo チュートリアルビデオ Game Modeling by ファブリカ 601 VPV6-01 3,800 円  

□ GAME ITEM 日本語版 301 LX008H241 2,800 円  

□ GAME SCENE 日本語版 301 LX010H241 2,800 円  

モデリング編 

□ POLICEMAN 日本語版 302 LX009H241 2,800 円  

□ DESIGNERS CHAIR 日本語版 302 LX007H241 2,800 円  

□ MODO プロダクトチュートリアル スニーカー編 

 

901 MJG9J-V02 4,800 円  

 

 

 

 



 

 

マテリアル・シェーダー編 

□ modo チュートリアルビデオ ShaderTree Basic 日本語版 501 LXM5VSH141  2,800 円  

□ modo Shadertree Essentials 日本語版 401 LXM4SEH182  2,800 円  

アニメーション編 

□ modo キャラクタアニメーション 初級編 701 KC7J-V1  3,800 円  

□ modo キャラクタアニメーション 中級編 701 KC7J-V2 5,800 円  

□ modo キャラクタアニメーション初級/中級編バンドルパック 701 KC7J-V3 8,800 円  

□ Animation Basic 日本語版 601 LXM6ABH142 2,800 円  

□ ロータリーエンジン日本語版 401 LX012H182 2,800 円  

※上記記載の価格は全て税抜き表示となっています。ご購入の際は別途消費税相当額を申し受けます。また、記載の申込期限や販売価格は予告なく変更される場合があ

ります。 
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