2020.net ユーザー登録 & メーカーカタログのダウンロードと使用方法
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2020.net にユーザー登録すると
・ 2020本部が提供する各種メーカーカタログをダウンロードできます
・ 2020.net にアクセスして、最新情報を得たり、世界中の2020ユーザーと情報を共有したりできます
・ 360°パノラマ・ビュー が利用できます
パノラマ・ビューの使い方は、「V11 日本語版 マニュアル」の63ページにあります
パノラマ・ビューでは、そのつど 2020.net にログインする必要はありません。

1. ユーザー登録とログイン方法
1)

https://2020.net/Login.aspx

にアクセスします。

または、2020.net で検索します。
(2020 デザインのインストール完了時にもこのサイトが開きますので
そのタイミングでユーザー登録してもOKです)

ユーザー未登録のユーザー様
画面右の here をクリックします。
「ユーザー登録画面」 になったら必要情報を入力します。
(この下の画面)
ユーザー登録済みのユーザー様
LOGIN 情報に
Email と Password を入力し [Login] をクリックします。
その下の □ Remember Me にチェックを入れておくと
次回から入力を省略できます。
下記 2. の画面が開きます。

「ユーザー登録画面」
各項目は、英数字で入力してください
例:

重要

First Name
Last Name
Email
Product License key
Zip Code

hanako
hanada
hanada@abcc.co.jp
KDCE1234567
6781234

Language

English - USA
Japaneseはないので
Englishを選択してください

[Send Registration] (登録) をクリックします。
有効ライセンスであれば、2020カナダ本部から
password のメールが届きますので、
1) に戻って、LOGIN してください。
何か問題があれば、support2020@shellkit.co.jp
にお問い合わせください。

2. カタログのダウンロード方法
1) 右の画面が開いたら、右下の DOWNLOAD THE … の
イメージをクリックします。
(慣れればダウンロード & インストールは、
5分以内に終了します)
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2) Email と Password を入力し
[Continue] (次へ) をクリックします。

3) MANUFACTURER UPDATES (メーカー更新) 画面で
3種類の更新タイプから最適な更新タイプを選択します。
上段 : メーカー別
中段 : 更新種別
下段 : メーカー種別
上段 : メーカー別 ・・・ 右の矢印をクリックすると、公開登録
されている全メーカーがアルファベット順に表示されます。
目的のメーカーを選択して [Submit] をクリックします。
多くのキャビネットメーカーは、お取り扱いのユーザー様に
カタログを直接配布されるため、ここには表示されません。
中段 : 更新種別 ・・・ 右の矢印をクリックすると、
Catalog Updates (カタログ更新)
Generic catalog (一般カタログ)
Lighting Wizard (ライティング・ウィザード 照明)
が表示され、いずれかを選択して [Submit] をクリックします。
下段 : メーカー種別 ・・・ 右の矢印をクリックすると、
Appliances (機器メーカー)
Bathroom Fixtures (浴室設備メーカー)
Closet & Storage Manufacturers (クローゼット、収納庫メーカー)
Countertops (カウンターメーカー)
Kitchen & Bath Cabinet Manufactures (キャビネットメーカー)
が表示され、いずれかを選択して [Submit] をクリックします。

右の例では、下段 : メーカー種別 から
Appliances (機器メーカー) を選択し、[Submit] をクリックしています。
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4) 目的の メーカーの右にある [Download] をクリックします。
VIKING社 カタログの例
Viking Appliance を選択

5) [Download] をクリックします。
その上の [Autoinstall] は、機能していないようなので使わないでください。

6) [保存] をクリックします。
この表示は、ブラウザやそのバージョンによって異なります。
右の例は、Internet Explorer V11
Google Chrome V65 では、何も表示されません (自動保存される)
Fire Fox V57 では、[ファイルを保存する] をクリックします。
[ファイルを開く] では zipファイルが保存されず、解凍されてしまい
Install できませんので、おやめください。
カタログによっては、zip形式ではなく exe形式のものがあります
(例 : SENSIO照明カタログ)

7) [フォルダを開く] をクリックします。
この表示も、ブラウザやそのバージョンによって異なります。

通常は(保存先を指定していなければ)
[ダウンロード] フォルダに保存されています。
カタログによっては、zip形式ではなく exe形式のものがあります。
(例 : SENSIO照明カタログ)
exe形式のカタログは、下記手順3. に進まず、そのexeファイルを
ダブルクリックすると、自動インストールされます。
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3. カタログ・インストール方法
1) カタログマネージャ を起動して ダウンロードしたカタログを
インストール します。
JP_KIKI カタログなどと同じ手順です。
パスワードはありません。

4. カタログの使い方

VIKINGカタログ VGCC536 の例

1) <カテゴリ> より
Cooking ⇒ Freestanding Ranges ⇒
Viking Professional 5 Series ⇒ 36" W. 5 Series Ranges
と順次ダブルクリックしていくか、
左下の品番検索フィールドに VGC と入力します。

2) 目的の品番を平面図にドラッグ&ドロップします。
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3) [アタッチメント] が表示されたら、必要なオプションにチェックします。
ツナシマ商事 様

http://www.tsunashimashoji.co.jp/product/pro_index1/#a2

のウェブサイトでは、

一部の製品しか紹介されていませんが、VGCC536の場合、
VGCC536-6B (6口バーナー)
VGCC536-4G (4口バーナー + プレート)
VGCC536-4Q (4口バーナー + グリル)
いずれも取り寄せで可能とのことです。 (ツナシマ商事様に確認済み)
右の [BURNER CONFIGURATION] (バーナー構成) で
6B, 4G, 4Q いずれかにチェックしてください。

本体カラーは、ステンレス以外も可能とのことです。
右の [EXCLUSIVE FINISHES] (専用カラー) で
SS, GG, ～ BK 等のいずれかにチェックしてください。

バーナー : 4G (4口バーナー + プレート)
本体カラー A
: R (アップルレッド)
の設定例
⇒
4) [OK] をクリックします。
[OK] が非活性(薄く表示のまま) のときは、必須オプションの
チェックがまだ残っています。

VIKING プロ用ガスレンジ、クックトップ
V11.8 日本語版 でのレンダリング例 ⇒

2020.net からダウンロードできるメーカーカタログは、以下の点をご了承ください。
・ 機器類の 3Dデータは、細部まで現物に忠実に作成されているケースが多く、見栄えが素晴らしい反面、
データが重いため表示に多少時間がかかります。 (JP_KIKI は、3Dのリアルさと データの軽さの バランスを考慮して作成しています)
・ 2D (平面図と立面図) は、基本的に単純な長方形で表示されます。
・ 機器類を 陰線(Hidden Line) で表示した場合は、余計な線が表示されます (元データが Auto CADで作成されているため)。
・ 2. カタログのダウンロード方法 の 3) MANUFACTURER UPDATES (メーカー更新) 画面以下で表示されるものがすべてです。
(ここにない2020用キャビネットメーカーカタログは、メーカーからお取引先に直接配布されます)
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2020.net からダウンロードできるカタログ一覧

2019年12月4日時点

なお、一部のカタログは、2020Japan の [カタログ] ページからもダウンロード可能にしています。
https://www.2020japan.com/catalog.html

以 上
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