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新規導入編 
 

 

ここでは、ARCHITREND Modelioを新規にセットアップする方法を

解説します。 
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● セットアップの前に確認してください 
・ セットアップするには、「コンピューターの管理者（アドミニストレータ）」

権限のアカウントでログオンしている必要があります。 
・ セットアップ中にコンピューターの再起動が必要な場合があります。起動
中のプログラムがあれば、終了しておきます。 

・ お使いのウイルス対策ソフトによっては、セットアップ時に警告メッセー
ジが表示される場合があります。このような場合には、ウイルス対策ソフ
トなどの常駐プログラムを一時的に終了してから、セットアップを行って
ください。 
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※ すでに ARCHITRENDシリーズをお使いの場合、
Archi Master、ARCHI Box for Windowsなどは
最新版に更新されます。 

1 プログラムのインストール 
ARCHITREND Modelioと関連するプログラムを新規にインストールします。 

「一括インストール」を押します。 2. 

※ 上記画面が表示されない場合は、DVD内の
「Install.exe」を実行してください。 

「セットアップ開始」を押します。 3. 

※ お使いのコンピューターが必要な動作環境を満たして
いない場合は、ここでセットアップが継続できないこと
をお知らせする画面が表示されます。問題となっている
システム環境を改善してから、再度セットアップを実行
してください。 

（次ページへ続きます） 

ソフトウェア使用許諾契約書および使用期限付き製品
利用規約を確認の上、「同意します」にチェックを付け
て「承諾」を押します。 
 

4. コンピューターに「インストール DVD」をセットし
ます。 

1. 

● コンピューターの時計（正しいことを確認してください） 
日時がずれていると、ライセンスを正しく認識できま 
せん。右側のボタンを押して、正確な日時を設定して 
ください。 

● インストール先（新規インストールの場合） 
例えば Dドライブにインストールする場合は、パスを
「D:\FcApp」に変更します。 

セットアップの構成を確認して「次へ」を押します。 5. 
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プログラムのインストール処理が開始します。 
この処理は、動作環境によって時間がかかる場合が
あります。 

内容を確認して「セットアップ開始」を押します。 6. 

以上でプログラムのインストールは完了です。 
V-styleオプションを購入されている方は、4ページに
進んでModelio V-styleをインストールしてください。 

7. 

※ インストール終了後、以下のメッセージが表示された
ら「はい」を押して、Windowsを再起動します。 

完了のメッセージが表示されたら「閉じる」を押して、
画面を閉じます。 

デスクトップに作成されたアイコンをダブルクリックし
て、プログラムを起動してみましょう。 

（6ページへ進みます） 
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2 Modelio V-styleのインストール 
V-styleオプションを購入している方のみ、Modelio V-styleをインストールします。 

（次ページへ続きます） 

※ 上記画面が表示されない場合は、DVD内の
「Install.exe」を実行してください。 

「セットアップ開始」を押します。 3. 

※ お使いのコンピューターが必要な動作環境を満たして
いない場合は、ここでセットアップが継続できないこと
をお知らせする画面が表示されます。問題となっている
システム環境を改善してから、再度セットアップを実行
してください。 

コンピューターに「インストール DVD」をセットし
ます。 

1. 

「ARCHITREND Modelio V-style インストール」
を押します。 

2. 

使用期限付き製品利用規約を確認の上、「同意します」
にチェックを付けて「承諾」を押します。 

5. 

プロテクトのタイプで「ネット認証」の「占有モード」
を選択して「次へ」を押します。 

6. 

ソフトウェア使用許諾契約書および V-styleの使用許
諾契約書を確認の上、「同意します」にチェックを付け
て「承諾」を押します。 
 

4. 
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プログラムのインストール処理が開始します。 
この処理は、動作環境によって時間がかかる場合が
あります。 

内容を確認して「セットアップ開始」を押します。 8. 

● コンピューターの時計（正しいことを確認してください） 
日時がずれていると、ライセンスを正しく認識できま 
せん。右側のボタンを押して、正確な日時を設定して 
ください。 

● インストール先（新規インストールの場合） 
例えば Dドライブにインストールする場合は、パスを
「D:\FcApp」に変更します。 

セットアップの構成を確認して「次へ」を押します。 7. 

以上でプログラムのインストールは完了です。 
デスクトップに作成された ARCHITREND Modelioの
アイコンをダブルクリックして、プログラムを起動して
みましょう。 

（次ページへ進みます） 

9. 

※ インストール終了後、以下のメッセージが表示された
ら「はい」を押して、Windowsを再起動します。 

完了のメッセージが表示されたら「閉じる」を押して、
画面を閉じます。 
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プロダクト IDの取得や認証が正常にできない場合は、「イ
ンターネット設定」を押して、プロキシ設定を変更してみ
てください。 

ネット認証ライセンスのプロダクト IDを認証して、ARCHITREND Modelioを起動します。 

3 プログラムの起動 

デスクトップに作成されたアイコンをダブルクリック
します。 

2. 

初めての起動の場合、認証のメッセージが表示されま
す。「はい」を押します。 

3. 

「ネット認証ライセンス証書」に記載されている 6桁
+6桁の「プロダクト ID問い合わせキー」を入力し
て、「プロダクト ID取得」を押します。 

4. 

「ネット認証ライセンス 認証および解除設定」画面が
表示されます。 
ご利用の環境に合わせて、「自動認証時の設定」と「自
動解除時の設定」を選択します。 

6. 

※ プロテクトの確認メッセージが表示された場合、以降の
手順は 8ページの「補足：ネット認証（占有）で弊社
製品を使用している場合」を参照してください。 

製品パッケージより「ネット認証ライセンス証書」を
用意します。 

1. 

※ 選択した内容により、どのタイミングでプロダクト
IDを認証／解除するかが設定されます。 
この設定の確認、変更については、10ページの「補
足：プロダクト IDの自動認証/認証解除の設定を
変更するには」を参照してください。 

（次ページへ続きます） 

「プロダクト ID」が取得されます。 
「メモ」にこのプロダクト IDで利用できる製品名など
を入力して、「プロダクト ID認証」を押します。 

5. 
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プロダクト IDが認証されて、プログラムが起動しま
す。 

7. 

プログラムが起動することを確認したら、FCコンシェ
ルジュのユーザー登録を行います。 

（9ページへ進みます） 

「マスタ自動最適化設定」画面が表示された場合は、
「OK」を押して進みます。 

9. 

3Dカタログ.comの「ログイン ID」「パスワード」を
入力して「OK」をクリックします。 

8. 

「開く」画面が表示されたら「終了」を押してプログラ
ムを終了します。 

10. 
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ネット認証（占有）で弊社製品を使用している場合 

すでに弊社製品をネット認証ライセンス（占有モード）で使用している場合、別の製品のプロダクト IDは、占有モード 2、
もしくは占有モード 3を使って追加認証してください。ここでは、占有モード 2を使用する操作で解説します。 

プログラムの起動時にプロテクトの確認メッセージが
表示された場合は、「OK」をクリックします。 

1. 「プロダクト ID」が取得されます。 
「占有 2」を ON、「メモ」にこのプロダクト IDで利用
できる製品名などを入力して、「プロダクト ID認証」
を押します。 

6. 

「閉じる」を押します。 7. 

「占有モード 2」が ONであることを確認して、「OK」
を押します。 

8. 

プログラムが起動します。 
 
※ 以降の操作は 7ページの手順 7を参照してくださ
い。 

補足 

「プロテクト設定」画面のタイトルバーを右クリックし
て、「詳細設定」の「占有モード 2 有効」を選びます。 

2. 

「占有モード 1」が ONであることを確認して、「ネッ
ト認証設定」をクリックします。 

3. 

「追加認証」をクリックします。 4. 

「ネット認証ライセンス証書（占有）」に記載されてい
る 6桁+6桁の「プロダクト ID問い合わせキー」を
入力して、「プロダクト ID取得」をクリックします。 

5. 
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以上で ARCHITREND Modelioの新規セットアップは
完了です。 
マニュアルを利用してModelioの操作を習得しましょ
う。詳しくは 11ページ「補足：Modelioのマニュアル
について」を参照してください。 

4 FCコンシェルジュのユーザー登録 
FCコンシェルジュは、福井コンピュータグループが提供する各種WEBサービスを管理するアプリケーションです。 
ユーザー登録を行うと、以下のようなサービスを利用することができます。 

● ご利用の製品に関する最新情報のご案内   ● 電話サポートの情報やリモートサポートの接続 
● ご利用の地域で行われるイベントやセミナーのご案内 ● ソフトウェアのアップデート、個別ダウンロードなど 

※ FCコンシェルジュのご利用には、インターネットに接続できる環境が必要です。 

※ FCアカウントへ移行したお客様は、FCアカウントのデスクトップ版で各種サービスをご利用できます。 

※「ユーザー登録を･･･」画面が表示されていない場合は、
デスクトップのアイコンをダブルクリックしてくだ
さい。 

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、
「はい」を押します。 

5. 

「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意します。 2. 

「ユーザーコード」と「製品シリアル」の入力を求めら
れた場合は、「ネット認証ライセンス証書」を参照して
入力します。 
 

6. 

「ユーザー登録を･･･」画面が表示されている場合は、
「次へ」を押します。 

1. 

FCコンシェルジュ画面で「プライバシーポリシー」を
クリックしてお読みください。 

3. 

「プライバシーポリシーを承諾して次へ」をクリックし
ます。 

4. 

ユーザー登録が完了すると、FCコンシェルジュのご案
内ページが開きます。 

8. 

上部のボタンを押して、ページを切り替えます。 
画面例：プログラム更新 

9. 

※ 詳しくは FCコンシェルジュ画面左下の「FCコン
シェルジュヘルプ」を参照してください。 

ご契約者情報が表示されたら、「ご利用者名」「メール
アドレス」などを入力して「登録する」を押します。 

7. 
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プロダクト ID の自動認証/認証解除の設定を変更するには 

プロダクト IDの自動認証および認証解除のタイミングを変えたい場合は、以下の手順で設定を変更します。 

補足 

■ FCコンシェルジュを使用していない場合 

■ FCコンシェルジュを使用している場合 

Windows画面右下のタスクバーのアイコンから「ネット認証ライセン
スセンター」を起動して、「起動設定」をクリックします。 

プロダクト ID 認証を手動で解除するには 

お使いのプロダクト IDを、他のユーザーまたは他のコンピューターで使用したい場合は、以下のように手動で認証を解除し
ます。 

補足 

■ FCコンシェルジュを使用している場合 

■ FCコンシェルジュを使用していない場合 

Windows画面右下のタスクバーのアイコンから 
「ネット認証ライセンスセンター」を起動します。 
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Modelio のマニュアルについて 

Modelioの最新のマニュアルやサンプルデータは、サポートサイトからご利用できます。サポートサイトは、Modelioのヘル
プや FCコンシェルジュからも開くことができます。 

補足 

DVD のその他の機能について 

DVDの「各アプリ個別インストール」には、各ア
プリケーションやプロテクトシステムなどを個別
にインストールする機能が用意されています。 

補足 

■ ヘルプから開く場合 
 

■ FCコンシェルジュから開く場合 

※上記に関しては、将来予告なく変更する場合があります。 

ここからも「サポートサイト」
が開きます。 


