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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 プラグイン/素材集 申込書 

お客様ご記入欄 お申込日 2014 年   月   日 

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。 

☑ 
製品名 商品コード 標準価格(税抜) 数量 

MODO CAD Workflow ツール 

□ Power Translators for MODO (日本語簡易ﾏﾆｭｱﾙ付き)/ ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ MCD-PT5 ¥58,000  

□ 

Crossgrade Power Translators from Advanced CAD Loader  

(日本語簡易ﾏﾆｭｱﾙ付き)/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ  

※お申し込み時に「Advanced CAD Loader」のシリアル番号が必要です。 

MCD-PT6 ¥25,000  

□ 

Crossgrade Power Translators from Basic CAD Loader 

(日本語簡易ﾏﾆｭｱﾙ付き)/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ  

※お申し込み時に「Basic CAD Loader」のシリアル番号が必要です。 

MCD-PT7 ¥35,000  

□ Power SubD-NURBS for modo (日本語簡易ﾏﾆｭｱﾙ付き)/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ LXM6PSH141 ¥58,000  

□ modo kit for SolidWorks 英語版/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ LXM5SWW141 ¥30,000  

□ 
Advanced CAD Loaders for modo (日本語簡易ﾏﾆｭｱﾙ付き)/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

※本製品は、2014 年 7 月６日にて販売終了となります。 
LXM6PAH141 ¥77,000  

□ 
Basic CAD Loaders for modo (日本語簡易ﾏﾆｭｱﾙ付き)/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

※本製品は、2014 年 7 月６日にて販売終了となります。 
LXM6PBH141 ¥55,000  

MODO kits/Plugins（クリエーション支援ツール） 

□ MeshFusion for MODO (日本語簡易マニュアル付き)/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ MPG-MF1 \42,800  

□ mARCH Kit 日本語版/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ MKJ-MRC \16,000  

□ Auto Character Setup Kit/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ(日本語簡易解説書付き) MKE-ACS ¥18,000  

□ modo kit for NPR/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ(日本語オンライン解説書) LXM6NPH141 ¥20,000  

□ modo kit for Model Bashing Kit 英語版/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ LXM5MBH141 ¥10,000  

□ modo kit for Package Design and Construction 英語版/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ LXM5PDH141 ¥20,000  

□ modo kit for Studio Environment Set 1 英語版/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ LXM5SSH141 ¥7,000  

□ modo kit for Studio Environment Set 2 英語版/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ LXM5SSH142 ¥7,000  

□ modo kit for HDRE Moofe 英語版/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ LXM4HMH141 ¥20,000  

□ modo kit for HDRE Urban 英語版/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ LXM4HUH141 ¥10,000  



□ modo kit for HDRE Landscape 英語版/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ LXM4HLH141 ¥10,000  

□ modo kit for Studio Lighting & Illumination 英語版/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ LXM4SIH141 ¥13,000  

□ modo kit for Splash 英語版/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ LXM4SPH141 ¥7,000  

MODO Compatible Products（素材集） 

□ "Substance Collections:Architecture & Environment コレクション" MCE-SB1_AEC \21,800  

□ Substance Collections:Design & Engineering コレクション MCE-SB2_DEC \21,800  

□ Substance Collections:Game & Animation コレクション MCE-SB3_GAC \21,800  

□ Substance Collections:Film & Broadcast コレクション MCE-SB4_FBC \21,800  

※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。 

 

お客様ご記入欄 お客様区分 □個人  □企業  □官公庁   □その他 

会社名 
 

*個人によるご登録の場合は記入しないでください。 

会社名(英語)  

部署名  

フリガナ  

氏名/担当者名  電話番号 -          -  電話番号  -          - 

メールアドレス ＠ 

対象シリアル番号①  -  -  -  -  

対象シリアル番号②  -  -  -  -  

対象シリアル番号③  -  -  -  -  

※アップグレードやクロスアップグレード対象商品をお申込みされる場合は、上記「対象シリアル番号」の欄に対象となる旧シリアル番号をご記入ください。 
 

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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