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Quadceptをお使いになる前に

当マニュアルについて

Quadceptをご利用頂きありがとうございます。
Quadceptのチュートリアルマニュアルの使い方についてご紹介いたします。

チュートリアルには、全体の流れの説明や詳細な操作方法をご紹介しています。
関連する機能にはリンクで確認することができ、動画で確認できるようになっています。

チュートリアルマニュアルは次のルールに沿って書かれています。

使用する記号について

本チュートリアルマニュアルでは、次の表記規則と用語を使用しています。

チュートリアルマニュアルで使用する記号

表記 意味

⇒ 画面遷移やQuadceptのモード変更が行われる場合、使用します。

→ 順次作業を行う場合に使用します。

【ABC】 メニュー名を強調するために使用します。

「abc」 画面名やボタン名などインターフェースを強調するために使用します。

**モード 配置モードを強調するために使用します。

チュートリアルマニュアルで使用するアイコン

アイコン 意味

便利な操作方法や、項目に関連する情報をヒントとして示します。
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項目について

本チュートリアルマニュアルの項目についてご紹介いたします。

複数の項目をまとめて表示したり、操作手順などをあらかじめ説明する場合は下記のようなボックス内に表示され
ます。

項目1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
項目2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
項目３: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

操作手順について

実際の作業手順については、以下の画面のように左側に作業手順の説明があり右側に画像の説明があります。
作業手順の説明の番号と画像内の番号は対応しており実際のQuadceptの画面で確認をしながら作業が行えます。

操作画像例

ショートカットキーの割り当て削除方法

ショートカットキーの割り当てを削除する方法をご紹介します。

(1)
ショートカット割り当
てを解除したいメニュ
ーを選択

(2)
「ショートカットの
削除」ボタンをクリッ
ク
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ショートカット欄に割
り当てたキーが削除さ
れます。
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推奨環境

Quadceptのご使用にあたり、PCの推奨環境を下記に示します。

推奨環境

OS

Windows© XP
Windows© Vista

Windows© 7
Windows© 8

Windows© Server 2008

CPU Intel Core™2 Duo/Quad 2.33 GHz、
または、同等以上の 32 ビット (x86) プロセッサまたは 64 ビット (x64) プロセッサ

RAM 2 GB RAM (32 ビット) または 3 GB の RAM (64 ビット)

HDD(空き容量) 10 GB 以上

グラフィック NVIDIA® Geforce® 8 シリーズ (VRAM 256MB)または、同等以上のグラフィックカード

ブラウザ Windows Internet Exproler 8.0以上、mozilla Firefox 、Safari 、Google Chromeは最新版を
ご利用ください。

動作には.NET Framework 3.5SP1が必要です。
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ダウンロード方法

Quadceptに興味を持ってくださいまして、ありがとうございます！ 

Quadceptはインストールすると評価版としてご使用できます。
まずはお気軽に評価版で操作をお試しください！

〜 評価版の機能制限について 〜
・ 評価版は 100 ピン制限です。（起動回数、使用期限に制限はありません）

ライセンスを登録すると、すぐに制限無しの製品版として使用できます。

ライセンスの購入はteamから行うことができます。
詳しくはteamをご参照ください。

評価版をご希望の方も製品版のご希望の方も
下記の方法でユーザサイトからインストーラをダウンロードし、インストールを行ってください。

※Vectorから既にダウンロードしている場合は、インストール方法をご覧ください。

ユーザーサイトのアクセス方法

アプリケーションダウンロードはユーザーサイトから行えます。
ユーザーアカウントの作成方法をご紹介します。

(1)
こちらをクリックし、
ブラウザでログイン画
面を表示。

(2)

「新規アカウント作成
」ボタンをクリック。
※既にアカウントを登
録済みの方はログイン
方法から行ってくださ
い

(3)
アカウントに必要な項
目を入力し「登録する
」をクリック。
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(4)

仮登録が完了した画面
が表示され、
登録したメール
に『[Quadcept] 仮登録
が完了しました』メー
ルが届くので、記載さ
れているURLクリック
してアクセスし本登録
を行ってください。
※クリックできない場
合は、改行されていな
い状態のURLをコピー
して、ブラウザーのア
ドレス欄に貼り付けて
ください。

(5)
本登録が完了し、ログ
イン画面が表示され
ます。

(6)
製品ダウンロードアイ
コンから製品のダウ
ンロードを行います。

(7)

ダウンロード画面が開
きますので、「保存」
をクリック
※ご使用のブラウザ
によって画面が異なり
ます。

起動方法はインストール方法をご覧ください。
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インストール方法

インストール方法をご紹介します。

インストール方法

Quadceptのインストール方法をご紹介します。

(1)
ダウンロードした
「Quadcept_Setup.zip」
を解凍します。

(2)

解凍した「Quadcept
Setup」フォルダ内
の「Quadcept.Setup.msi
」を開く。
またはダブルクリックし
ます。

(3)

「はい」をクリック

※お使いの環境により
表示されない場合もあ
ります。
その場合は(4)にお進み
ください。

(4)

セットアップ画面が立
ち上がります
利用許諾契約書が表示
されますので、確認し
ていただき同意であれ
ば「同意してインスト
ール」をクリック。

※「.NET Framework
3.5」のインストールを
促すメッセージが表示
された方は、.NET
Framework 3.5のイン
ストールについてを参
照ください。
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 セットアップが行われ
ます。

(5)

インストールの完了を
知らせるメッセージが
表示されます。
「OK」をクリック。

起動方法はQuadceptの起動をご覧ください。
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.NET Framework 3.5のインストールについて

Quadceptのインストールや実行には.NET Framework 3.5 がインストールされている必要があります。
インストール途中に.NET Framework 3.5を促すメッセージが表示された場合は、下記の手順を参考にして
.NET Framework 3.5のインストールを行ってください。

 

インストール途中に右の
ようなメッセージが表示
された場合は、下記の手
順に沿って.NET
Framework 3.5のイン
ストールを行ってくださ
い

(1)
インストーラと同フォ
ルダにあ
る「DotNetFx35Client
」フォルダを開く

(2)
「DotNetFx35ClientSetup.exe
」を開く。
またはダブルクリックします
。

(3)

「はい」をクリック

※お使いの環境により
表示されない場合もあ
ります。
その場合は(4)にお進み
ください。

(4)

.NET Frameworkのセッ
トアップ画面が立ち上
がります
利用許諾契約書が表示
されますので、確認し
ていただき同意であれ
ば「同意する」をクリ
ック。

※お使いの環境により
表示されない場合もあ
ります。その場合は画
面の説明に沿ってお進
み下さい。
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(5)

.NET Frameworkのセッ
トアップが完了した画
面が表示されます。「
完了」をクリック。

※お使いの環境により
表示されない場合もあ
ります。
引き続きQuadceptのイ
ンストールを行ってく
ださい。

 

Windows7,Windows8を使用している場合は、「Windowsの機能の有効化または無効化 」から「.NET
Framework 3.5」を有効にすることもできます。

Quadceptをお使いになる前に > インストール方法 11 / 20



アップデート方法

最新バージョンがリリースされると、自動的にQuadcept起動時にアップデートを知らせるダイアログが表示されます
。

アップデートを行う場合はバージョンアップ方法を参照ください。

起動時のダイアログで「次回からアップデートの確認を表示しない[Version]」を選択し、アップデートダイアログが
表示されなくなった場合は
手動でアップデートも可能です。手動アップデートの方法を参照ください。

バージョンアップ方法

最新バージョンがリリースされると、自動的にQuadcept起動時にアップデートを知らせるダイアログが表示され
ます。
ここではそのダイアログからアップデートする方法をご紹介します。

 
Quadceptを起動すると最
新バージョンをお知らせ
するダイアログが表示さ
れます。
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(1)
最新バージョンにする
場合は、「はい」を
クリック

 

※バージョンアップし
ない場合は「いいえ」
をクリックしてくだ
さい。

※「次回からアップデ
ートの確認を表示しな
い[Version]」にチェッ
クを入れて、「いいえ
」をクリックする
と[Version]に表示され
ているバージョンの間
はアップデート確認の
画面は表示されませ
んが、さらに新しいバ
ージョンがリリースさ
れた場合には、再度確
認の画面が表示され
ます。
手動でアップデートす
るには手動アップデー
トの方法を参照くだ
さい。

(2)
自動的にアップデート
が行われます。
「OK」をクリックくだ
さい。

 最新のバージョンを是
非お試しください！
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手動アップデートの方法

通常、最新バージョンがリリースされると、自動的にQuadcept起動時にアップデートを知らせるダイアログが表
示されますが
「次回からアップデートの確認を表示しない[Version]」を選択し、アップデートダイアログが表示されなくなり
ます。
上記の場合に手動でアップデートを行う方法をご紹介します。

(1) Quadceptを起動

(2)

【各種設定】
→【アップデート】
をクリック
⇒新しいバージョンが
あるかチェックを行い
ます。

(3)

新しいバージョンが存
在する場合、バージョ
ンアップを促すダイア
ログが開きますので、
「はい」をクリック。

(4)
新しいバージョンに自
動的にバージョンアッ
プされます。

 

Quadceptをお使いになる前に > アップデート方法 14 / 20



Quadceptの起動

起動方法についてご紹介します。

Quadceptの起動

Quadceptの起動方法をご紹介します。
オフライン評価版の起動方法はこちらをご覧ください。

(1)

インストール後デス
クトップに[Quadcept]
のショートカットがで
きますので、タブル
クリックします。
⇒Quadceptが起動して
ログイン画面が表示さ
れます。

(2)
ユーザーID（または、
メールアドレス）とパ
スワードを入力

(3) 「ログインして起動
する」をクリック

 スプラッシュウィンドウ
が表示されます。
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Quadceptの世界へよう
こそ！

製品版としてご使用でき
ます。
※ライセンスを取得しな
い場合は100ピン制限の
かかった評価版でご使用
できます。
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Quadceptの起動（オフライン評価版）

オフラインの場合にQuadceptを評価版で起動する方法をご紹介します。
オンラインでの起動方法はこちらをご覧ください。

(1)

インストール後デス
クトップに[Quadcept]
のショートカットがで
きますので、タブル
クリックします。
⇒Quadceptが起動して
ログイン画面が表示さ
れます。

(2) 「評価版で起動」を
クリック

 スプラッシュウィンドウ
が表示されます。

 

Quadceptの世界へよう
こそ！

評価版としてご使用でき
ます。
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アンインストール方法

Quadceptのアンインストール方法についてご紹介します。

Quadceptアンインストール方法

Quadceptのアンインストール方法をご紹介します。

(1) 「Windowsのスタート
メニュー」をクリック

(2) 「すべてのプログラム
」をクリック

(3)
「Quadcept」フォルダ
の「Uninstall」をクリ
ック

(4) 「はい」をクリック

　

削除準備中の画面が表
示されます。
しばらくお待ちくだ
さい。

(5)

「はい」をクリック
※ユーザーデータを残
したい場合は「いいえ
」をクリックください
。
ユーザーデータとは設
計データや部品データ
などです。
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(6)
アンインストールが完
了しました。
「OK」をクリック
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ライセンス認証方式

ライセンス認証方式には「ネットワーク認証」「スタンドアローン認証」の2種類あります。
ライセンス認証方式を切り替えることにより、オフライン環境でもQuadceptを使用することができます。

詳しい操作方法はライセンス認証切り替えを参照ください。

Quadceptをお使いになる前に > ライセンス認証方式 20 / 20


