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セットアップの流れ 

 

2．差分テンプレートの合成 

1．プログラムのインストール 

（6ページへ） 

（2ページへ） 

● インストール用メディアを利用するには 

GLOOBE Architectを複数のコンピューターで使用していて、イン
ターネットに接続されていないコンピューターや接続回線の遅い
コンピューターなどがある場合は、インストールメディアを作成し
てインストールを行ってください。また 2~3ページの手順でイン
ストールが正常に行えない場合も、インストールメディアを作成し
て利用する方法をお試しください。 
詳しい操作手順は、4ページ「補足：インストールメディアの作成」
をご覧ください。 

● V-styleをインストールするには 

GLOOBE ArchitectのV-styleオプションを
購入している方は、「DVDファイル全体をダ
ウンロード（V-style Ver.2含む）」でダウン
ロードしたインストールメディアから開い
たセットアップ画面よりインストールを行
ってください。 

詳しい操作手順は、4ページ「補足：インス
トールメディアの作成」をご覧ください。 

※ アップグレードのみ 
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GLOOBE 2022 Architectのダウンロード 

（FCアカウント版） 
 

FCアカウント画面の「インストール・バージョンアップ」を利用して、GLOOBE 2022 Architectをインス
トールする手順を解説します。 

● 最新版にアップグレードしたプログラムを起動するには 
最新版にアップグレードしたプログラムを起動するには、お使いのプロテクトのライセンスの更新が必要です。 
「インストール・バージョンアップ」の「ネット認証ライセンス情報（占有・共有）を更新する」でライセンス情報を
更新してください。ネット認証（LAN）、USBプロテクトをお持ちの方は、「その他プロテクトご利用の方はこちら」
をクリックしてライセンス、またはプロテクト情報を更新してください。 

ネット認証（LAN）、USBタイプの

プロテクトをお持ちの方はこちら

から更新してください。 
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GLOOBE セットアップへようこそ 
次へ進みます。 

3. 

FCアカウント画面で「GLOOBE 2022 Architect 
（V-style）」の「インストール」メニューから「インタ
ーネットから直接インストール（V-style Ver.2含ま
ず）」を選びます。 

1. 

「はい」をクリックしてセットアップを続けます。 2. 

「利用規約の全条項に同意します」を選択して、次へ進
みます。 

4. 

（次ページへ続きます） 

「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して、次
へ進みます。 

5. 

GLOOBE Architectと関連するプログラムの最新版をダウンロードして直接インストールします。インストールを開始する
までの時間が短く、簡単な操作でプログラムを最新版にすることができます。 

1 インターネットから直接インストール 

● GLOOBEのプログラムについて 

GLOOBE Architectには 64ビット版と 32ビット版のプログラムがあり、64ビット OSの場合は 64ビ
ット版が、32ビット OSの場合は 32ビット版がインストールされます。 

【プログラムのインストール先】 
\基準フォルダー\GLOOBEArchitect\Program64 ：64ビット版のプログラムフォルダー 
\基準フォルダー\GLOOBEArchitect\Program ：32ビット版のプログラムフォルダー 
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 コンピューターの時計を確認します。 
日時がずれているとライセンスの認証が正常に行えま
せん。右側のボタンをクリックし、正しい日時を設定
してください。 

 新規にインストールするプログラムがある場合は、そ
のインストール先を確認（変更）します。 
プログラムをバージョンアップまたは更新する場合
は、この設定に関係なく、既存のプログラムが更新さ
れます。 

 プロテクトタイプを確認します。 
USBプロテクト【SNS-W】を使用する場合は、 
右側のボタンをクリックして「「SNS」を購入されてい
る場合（USB接続タイプ）」に変更します。 
ネット認証ライセンス（LAN）または USBプロテクト
【SNS-LAN-X】を使用する場合は「プロテクトドライ
バを選択しない（LANタイプを･･･）」に変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インストールするプログラムにチェックが付いている
か確認します。 

インストール準備の完了 
「セットアップ開始」をクリックして、インストールを
開始します。 

7. インストールの準備 6. 
 

3 

1 

4 

2 

設定を確認して、次へ進みます。 

インストールが終了したら、【上記内容について了承し
ます。】にチェックを付けて「完了」をクリックします。 

8. 

プログラムのインストール処理が開始します。 
インストールするプログラムや動作環境によっては、
時間がかかる場合があります。 
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以上でインストール用メディアの作成は完了です。 
このメディアを使用してコンピューターに DVDま
たは USBメモリをセットし、セットアップ画面を
開いてインストールします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

詳しい操作手順については、セットアップガイドよ
り「新規導入編」「バージョンアップ/オプション追
加編」をご覧ください。 

GLOOBE Architectを複数のコンピューターで使用していて、インターネットに接続されていないコンピューターや接続回
線の遅いコンピューターなどがある場合は、以下の手順で製品 DVDメディアを作成してインストールを行ってください。 
※ ご利用の通信環境、時間帯によってはダウンロードに時間がかかる場合があります。そのようなときは、別の時間帯で
再度お試しください。ダウンロードが途中で止まった場合、次回は続きから再開されます。 

ダウンロードが完了すると、セットアップ画面が表示
されます。「終了」を押して画面を閉じます。 

3. FCアカウント画面で「GLOOBE 2022 Architect 
（V-style）」の「インストール」メニューから「DVD
ファイル全体をダウンロード（V-style Ver.2含む）」
を選びます。 

1. 

保存先を選択して「OK」をクリックします。 2. 

ダウンロードが開始します。 

※ ダウンロードを中止するには、「停止」をクリックし
てダウンロードを一時停止してから、右上の「×」ボ
タンをクリックしてください。 

エクスプローラーなどを利用して、保存されたメディ
アイメージをDVDまたはUSBメモリなどに書き込み
ます。 

4. 

補足 
 

インストールメディアの作成 

● ダウンロードが正常に終わらない場合 

この手順でダウンロードが正常に終わらない場合、次ペ
ージの「補足：ダウンロードに失敗する場合」でディス
クイメージ（.iso）ファイルのダウンロードを行ってみて
ください。 
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● DVDドライブのマウントを外すには 

GLOOBE Architectのインストール終了後、ディスクイメージ
（.iso）ファイルでマウントした DVDドライブは、右クリック
メニューの「取り出し」で外すことができます。 

GLOOBE Architectインストールの詳しい操作手
順については、セットアップガイドより「新規導入
編」「バージョンアップ/オプション追加編」をご覧
ください。 

「補足：インストール用メディアの作成」でダウンロードが正常に終わらない場合、ディスクイメージ（.iso）ファイルを
ダウンロードしてみてください。 
※ 「DVDファイル全体をダウンロード」よりダウンロードにかかる時間は短くなりますが、ダウンロードが途中で止まっ
た場合、最初からダウンロードのやり直しになります。 

ダウンロードが終了したら「OK」をクリックします。 3. 

FCアカウント画面で「GLOOBE 2022 Architect 
（V-style）」の「インストール」メニューから「DVD
ファイル全体（iso）をダウンロード（V-style Ver.2
含む）」を選びます。 

1. 

保存先を選択して「OK」をクリックします。 2. 

ダウンロードが開始します。 

※ ダウンロードを中止するには、「停止」をクリックし
てダウンロードを一時停止してから、右上の「×」ボ
タンをクリックしてください。 

保存先のフォルダーが開きます。ダウンロードしたデ
ィスクイメージ（.iso）ファイルをダブルクリック、
または右クリックメニューから「マウント」を選びま
す。 

4. 

補足 
 

ダウンロードに失敗する場合 

DVDドライブにマウントされます。ディスクイメージ
の中身が開きますので、「Install」もしくは
「Install.exe」ファイルをダブルクリックして、
GLOOBE Architectのインストールを開始します。 

5. 

DVD ドライブ
にマウント 

ダブルクリック 
または、 
右クリック 

右クリック 
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2 差分テンプレートの合成 
GLOOBEをアップグレードした場合、GLOOBE 2022 Architectで追加されたテンプレートを合成します。 

「コピー」タブをクリックします。 4. 

GLOOBE Architectを起動して、GLOOBEボタンから
「オプション」を選択します。 

2. 

「基本設定」の「メンテナンスツール」をクリックし
ます。 

3. 

（次ページへ続きます） 

GLOOBE Architectのインストール先の
「\GLOOBEArchitect\Template」フォルダーを開い
て、「2021差分 AegisSet.zip」を展開します。 

1. 

2 

展開された差分ファイル 
「AegisSet.gto」 

1 
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● GLOOBE 2022 Architectで追加されたテンプ
レート 

GLOOBE 2022 Architectでは、下記区分のテンプレー
トが追加されています。 

「オブジェクト」 
「建具区画・絵柄・ブレース・畳割付など」 
「図面作成条件･用紙枠・記号」 

以上で最新版へのアップグレードは完了です。 
GLOOBE Architectを起動して、新しく追加さ
れた機能をお試しください。 
詳しくは、サポートサイトで新機能紹介の資料を
ご覧ください。 

1 

2 

3 

※ グループ・名称とも同一のテンプレートがコピー先に
ある場合は上書きされますので、ご注意ください。 

2022で追加されたテンプレートの区分を選び、現在
のテンプレートへコピーします。 

6. 

3 

4 

区分を変更して、同様な手順で追加された残りのテン
プレートも合成します。 

7. 

合成が終わったら、画面を閉じます。 8. 

5 

「\Template\2021差分 AegisSet」フォルダーに保
存されている差分ファイル「AegisSet.gto」を開きま
す。 

5. 

全オン 

1 2 


