
MODO 13 シリーズは、大幅な機能追加により MODOの堅牢な

アニメーション、モデリング、およびレンダリング機能を強化

しています。 キャラクタアーティストは、既存のアニメーション

データに手を加えることなく、アニメーションのレイヤーを

コントロールしたり、既存のアクションを簡単に上書きする

ことができるようになりました。また複雑なリギング、手続き型の

プロシージャルモデリング、そしてパーティクル関係の配列を

操作して、さまざまなデータ形式で出力できます。さらには 

AMDの Radeon Pro Render™ によるネイティブ GPUレンダリ

ングも可能です。 MODO 13 はシリーズが進むにつれてこれまで

期待されていた機能を実現させ、さらにはマルチスレッディン

グと巨大なシーンのパフォーマンスを大幅に改善することを

目指しています。

MODO 13 主な追加機能
● AMDのRadeon Pro Render™によるオフラインGPUレンダリング
● KitFusing™が加わったMeshFusion™
● レイヤーシステムによるアニメーションワークフローの向上
● MODOのプロシージャルモデリング機能を高める Array (配列)
● MODOのブリッジツールがUnityをサポート
● 洗練されたUVツール　他

詳しくはMODO JAPANグループWEBサイトをご覧ください。

▶ http://modogroup.jp/modo/modo13s

ハードウェア要件 (最小 )
　・ Intel プロセッサ、Core i3 プロセッサ以上
　・10GB 以上のハードディスク空き容量（全てのコンテンツのインストールに必要）
　・4GB 以上の実装メモリ (RAM)
　・1280 x 800 ピクセル以上の解像度を持つディスプレイ
　・インターネット接続 (製品の登録／ダウンロードとオンラインビデオへのアクセスに必要 )
　・1GB 以上のグラフィックスメモリが搭載されたグラフィックスカード、OpenGL 3.2
　　以上をサポートするドライバ

ハードウェア要件 (推奨 )
　・2.5Ghz 以上のクアッドコアプロセッサ
　・250GB 以上の空き容量を持つ SSD（全てのコンテンツのインストールに必要）
　・16GB 以上の実装メモリ (RAM)
　・1920×1080ピクセル以上の解像度を持つディスプレイ
　・2GB以上のグラフィックスメモリが搭載されたグラフィックスカード、OpenGL 4.4以上を
　　サポートするドライバ

サポートされているオペレーティングシステム
　・Mac OS X 10.12.x，10.13.x，10.14.x
　・Windows7, 8, 10 (64 ビットのみ対応 )

ライセンスについて
MODOのライセンスはログインベースの認証方式を採用しております。

　・インストール可能台数：無制限 *
　・起動認証：MODOを起動し、専用のパネルからログインして認証します。
　・ライセンス管理方法：インストールするパソコンごとに管理されます。
　・その他：インターネット接続環境が必須となります。
　・購入単位：1ライセンスからの購入が可能です。

製品ラインナップ

MODO 13  恒久ライセンス（1年間メンテナンス付き）

MODO サブスクリプション

¥238,000

¥80,000

MODO メンテナンス（初年度）

MODO メンテナンス（継続更新）

MODO メンテナンス（更新・再契約）

¥54,800

¥54,800

¥80,000

MODO サブスクリプション（継続更新／1年間） ¥80,000

システム要件

■ 新規ユーザ様向け製品

• サブスクリプション版は1年間ライセンスです。恒久ライセンスを購入された場合は恒久的にその
　ライセンスをお使いいただけます。

• メンテナンスおよびサブスクリプション契約期間中にリリースされる最新バージョンのプログラム
　およびメールによるテクニカルサポートが提供されます。

• 上記製品を複数ライセンスお求めの場合は裏面記載のお問合せ先までご連絡ください。 • 上記製品はすべて1年間ライセンスです。

• 1年内にリリースされる最新バージョンのプログラムおよびメールによるテクニカルサポートが
　提供されます。

MODO 学生版

MODO 教員版

¥7,200

¥12,000

MODO 教育機関版（1-9LCS） ¥12,800

MODO 教育機関版（10-39LCS） ¥10,800

MODO 教育機関版（40LCS以上） ¥7,800

Education Collective 学生版 ¥42,000

Education Collective 教員版 ¥42,000

Education Collective 教育機関版（1-4LCS） ¥50,000

Education Collective 教育機関版（5-19LCS） ¥48,000

Education Collective 教育機関版（20LCS以上） ¥46,000

■ 学生様、教員様、教育機関様向け製品

■ 既存ユーザ様向け製品

*同時に起動できるのはご所有のライセンス数までとなります。

※記載されている参考小売価格は全て税抜価格です。
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入力に対応しているファイルフォーマット

MODO Scene (*.lxo) / MODO Mesh Preset (*.lxl) / LightWave Object (LWO2) (*.lwo) / 

LightWave Object (LWO3) (*.lwo) / LightWave Object (LWOB) (*.lwo) / Alembic Format (*.abc) /

COLLADA 1.4.1 (*.dae) / Autodesk DXF (*.dxf) / Adobe Illustrator EPS (*.eps *.ai) / 

Protein Database (*.pdb) / Scalable Vector Graphics (*.svg) / McNeel Rhino 3DM (*.3dm) / 

Autodesk FBX (*.fbx) / Stereolithography STL (*.stl) / VideoScape GEO (*.geo) / 

SolidWorks Model (*.sldprt *.sldasm) / Wavefront OBJ (*.obj) / OpenVBD Model (*.vbd)

※別売のCAD ワークフローツール「Power Translator」を用いて、Parasolid, IGES, STEP, SAT, 
　Rhino の入力に対応しています。

出力に対応しているファイルフォーマット

MODO Scene (*.lxo) / LightWave Object (*.lwo) / Wab3D Standard X3D (*.x3d) / 

Alembic Format (*.abc) / COLLADA 1.4.1 (*.dae) / Autodesk DXF (*.dxf) / 

HPGL Plotter File (*.plt) / Layerd PSD (*.psd) / Scalable Vector Graphics (*.svg)

McNeel Rhino 3DM (*.3dm) / Autodesk FBX 2018 (*.fbx) / Autodesk FBX 2015 (*.fbx) / 

glTF v2 (*.glb) / glTF v2 (*.gltf) / Stereolithography STL (*.stl) / VideoScape GEO (*.get)

Wavefront OBJ (*.obj)

※別売のCAD ワークフローツール「Power SubD-NURBS」を用いて、IGES, STEP, SAT, Rhinoの
　出力に対応しています。

MODO kits/Plugins（クリエーション支援ツール）

￥58,000CHARACTER BOX スタンドアロン版

￥80,000CHARACTER BOX ネットワーク版

MODO CAD Workflow ツール

￥64,000Power Translators for MODO ( 日本語簡易マニュアル付き )

MODO Compatible Products（素材集）

￥5,800MatPak for MODO ‒ Coatings

トレーニングマテリアル （チュートリアルビデオ）

￥2,800MODOトレーニングビデオ (CORDELIA) Part1

￥2,800MODOトレーニングビデオ (CORDELIA) Part2

￥4,800MODOトレーニングビデオ (CORDELIA) Part1&2

プロダクトデザイン

￥1,800MODOプロダクトチュートリアル スニーカー編

ゲーム

￥3,800MODO ゲームキャラクター制作コンプリートガイド

トレーニングテキスト

￥500MODO モデリングトレーニングクイックマスター 
～ダイレクトモデリング編～

￥500MODO モデリングトレーニングクイックマスター 
～プロシージャルモデリング編～

￥500MODO ピックアップトレーニングクイックマスター 
～材質設定編～

￥1,000MODO アニメーショントレーニングクイックマスター 
～基礎編～

￥5,800MatPak for MODO ‒ Metals

￥5,800MatPak for MODO ‒ Interiors I

￥5,800MatPak for MODO ‒ Interiors II

セット商品

￥116,800CAD POWER セット

￥14,800MatPak インテリアセット (材質データ集 I ～ III)

￥9,900MatPak プロダクトセット (材質データ集2種類 )

￥24,700MatPak セット ( 材質データ集5種類 )

￥5,800MatPak for MODO ‒ Interiors III

￥26,000Film & Broadcast Collection （映画＆テレビ素材）

￥26,000Game & Animation Collection （ゲーム&アニメーション素材）

￥26,000Design & Engineering Collection （デザイン&エンジニア
リング素材）

￥26,000Architecture & Environment Collection （建築＆自然環境用素材）

￥64,000Power SubD-NURBS for modo ( 日本語簡易マニュアル付き）

￥52,000VP ARCHVIZ COMPLETE Kit 英語版

￥13,000VP ARCHVIZ BASIC Kit 英語版

￥26,000modo kit for NPR 2 ( 日本語オンライン解説書 )

￥13,000modo kit for Model Bashing 英語版

￥25,000modo kit for Package Design and Construction 英語版

￥9,000modo kit for Studio Environment Set 1 英語版

￥9,000modo kit for Studio Environment Set 2 英語版

￥25,000modo kit for HDRE Moofe 英語版

￥13,000modo kit for HDRE Urban 英語版

￥13,000

￥9,000

modo kit for HDRE Landscape 英語版

modo kit for Splash 英語版

入門

※記載されている参考小売価格は全て税抜価格です。

MODOのご購入に関するお問合せは


