
＜アップグレード＞LightWave 2020 通常版 リリース記念 申込書

発効日︓2020年4月30日

お申込みの前にお読みください
リリース記念適用期間︓2020 年 4 月 30 日 ( 木 ) ～ 2020 年 6 月 16 日 ( 火 ) まで

当製品のお申し込みおよびお問い合わせは… 　株式会社ディストーム  sales@dstorm.co.jp
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル7F　TEL: 03-5211-3208  FAX: 03-5211-0207

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://www.dstorm.co.jp/company/privacy.html）で告知する範囲にて利用いたします。

① ご注文商品に、☑を入れて、注文数をご記入ください。

② お客様情報記入欄

※法人の場合、記入してください。

※出荷番号とは、 数字のみ 10 ケタの番号です。 ※ドングル番号とは、 ドングルに貼られているシールに記載される数字のみ、 または、 LW で始まる番号です。

メールアドレス（必須）︓

会社名/部署名︓

LightWave 3D アップグレード対象ライセンス の 「 出荷番号」 または 「ドングル番号」 のいずれかをご記入ください ( 必須 )

※アップグレード対象の出荷番号、 ドングル番号等がご不明な方は、 株式会社ディストーム　カスタマーサポートまでメールにてお問い合せください。
お問い合わせ先メールアドレス︓cs@dstorm.co.jp

氏名 / 担当者様名 ( 必須 )︓

◆リリース記念適用期間について
以下のリリース記念適用期間に限り、 本申込書に記載のアップグレード料金が適用されます。
リリース記念適用期間︓2020 年 4 月 30 日 ( 木 ) ～ 2020 年 6 月 16 日 ( 火 )
※上記記載の期間は予告無く変更になる場合があります。

また、 アップグレードの対象となる LightWave 3D のバージョンが、 LightWave 2019 と
それ以外の LightWave 2018 以下とではアップグレード料金が異なりますのでご注意くださ
い。

◆LightWave 2020 日本語版 通常版について
本製品はダウンロード版のみとなります。 パッケージによるご提供はございません。
ソフトウェアのダウンロード方法、 ライセンス取得方法をメールにてご案内させていただきます。
※お客様の通信環境により、 ファイルのダウンロードが出来ない場合は、 商品返品の対象とは
なりませんのでご注意ください。

◆バンドル製品について
バンドル製品には LightWave 2020 日本語版に、 以下の 3rd Powers 社の 8 種類のプ
ラグインがバンドルされています。

・ CageDeformer ・ LatticeDeformer2 ・ LWBrush ・ MetaMesh
・ BooleanTool ・ HeatShrinkPlus ・ PaintWeights ・ 3DSticker
※3rd Powers プラグインは、 3rd Powers 社サイトよりプログラムのダウンロード、 並びにライセンスの取得がおこなえます。

●3rd Powers 詳細 HP ページ︓http://www.3rdpowers.com/index_jp.html

◆アップグレードお申し込み方法
お申込みの際には、 アップグレード対象ライセンス全ての LightWave 3D 出荷番号、 また
はドングル番号をご記入いただく必要がございます。 予めお調べいただきお申込みください。

◆お申込みをいただきましても、 アップグレード対象となるライセンスが、 国内ユーザー登録され
ていない場合には、 お申込みを受け付けられない場合があります。

◆本アップグレードのお申込みは、 LightWave 3D 取扱代理店またはディストーム オンライン
ストア E@STORM にて承っております。
LightWave 3D 取扱代理店へお申し込みになる場合は、 本申込書に必要事項を漏れなく
ご記入の上、 代理店へお申込み下さい。

●LightWave 3D 取扱代理店リスト︓
http://www.dstorm.co.jp/lw2020/price.html#retailer

●ディストームオンラインストア E@STORM︓https://store.dstorm.co.jp/

※LightWave 2020 の製品に関する詳細は以下のページをご覧ください。
http://www.dstorm.co.jp/lw2020/

※上記記載の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際は別途消費税相当額を申し受けます。

製品名 納品形態 希望小売価格(税別) 注文数

本申込書は、 国内ユーザー登録されている既存の LightWave 3D を、 LightWave 2020 日本語版 / 通常版へアップグレードされる際の申込書です。

担当者名︓

代理店記入欄

連絡先︓

メールアドレス︓

取扱代理店︓

※チェックボックスに✔を入れてください。お客様へのメールによる納品時に、メール納品内容をご案内させていただきます。□c.c.　　□ b.c.c.　　□連絡不要

対象︓LightWave 2019 ユーザー

LightWave 2020 日本語版アップグレード / 通常版 for LW2019/ リリース記念 / ダウンロード

LightWave 2020 アップグレード / 通常版 for LW2019+3rdPWR バンドル / リリース記念 / ダウンロード 

ダウンロード

ダウンロード

\50,800

\110,800

対象︓LightWave 2018 以下 ユーザー

LightWave 2020 日本語版アップグレード / 通常版 for LW2018 以下 / リリース記念 / ダウンロード

LightWave 2020 アップグレード / 通常版 for LW2018 以下 +3rdPWR バンドル / リリース記念 / ダウンロード

ダウンロード

ダウンロード

\58,800

\118,800
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