Dear ZWCAD Customer,
I’m ZWSOFT’s CEO, Truman Du. First of all, I’d like to express my sincere thanks for your continuous
support to ZWSOFT and ZWCAD all these years.
In the afternoon of November 6th (PST), ZWSOFT and Autodesk finally signed the settlement in California
to resolve the lawsuit, both parties reached an agreement to end ZWCAD + and AUTOCAD intellectual
property disputes in Hague, the Netherlands February 2014 and California March 2014. Around November
18 2015, ZWSOFT and Autodesk will make public statement about the settlement on their official websites
and some media websites. (The attached are public statements of both parties and FAQ)
I represent ZWSOFT sincerely to apologize for the concerns using ZWCAD+ during the lawsuit! ZWSOFT
appreciates the support and recognition from all the customers in the tough times. ZWSOFT assure you that,
together with all the partners, we will continue to provide subsequent new version upgrades as well as better
service for old customers.
Founded 17 years ago, ZWSOFT has been committed to developing CAD technology, and actively
participating in the international competition. Trust and support from more than 80 countries, more than
400,000 users around the world help ZWSOFT overcome difficulties and challenges ,therefore, driving us
forward. Currently, ZWSOFT is developing a new ZWCAD version with world-leading level of technology
as we planned. Still, it will continue to provide customers with high quality products and services.
As one of the main CAD suppliers which has committed to develop CAD core technology, we have been
working hard and we will do better!
Thank you again for your continuous support to ZWSOFT and our products.
Best Wishes!
Truman
お客様へ
私は ZWSOFT の最高経営責任者（CEO）、トルーマン・ドゥです。私は、まずここで皆様の ZWSOFT と ZWCAD に
対するこれまでの継続的な支援に心から感謝の意を表したいと思います。
11 月 6 日（PST）の午後、ZWSOFT と Autodesk が最終的に訴訟を解決するためにカリフォルニアの和解を締結し、
両当事者は、ハーグ(オランダ 2014 年 2 月)、カリフォルニア(2014 年 3 月)で ZWCAD+と AUTOCAD 知的財産紛
争を終了することで合意に達しました。2015 年 11 月 18 日、ZWSOFT とオートデスクは、彼らの公式ウェブサイトや
いくつかのメディアのウェブサイト上の和解についての公式声明をリリースします。 （付属する ZWSOFT と Autodesk
からの公式声明及び FAQ をご参照ください）
私は ZWSOFT を代表して、訴訟中に ZWCAD+を使用することによるご心配をおかけしたことをお詫び致します。
ZWSOFT の困難の時期にお客様からのサポートを感謝します。ZWSOFT はパートナーと共にお客様に新しいバー
ジョンのアップグレード及びベストのサービスを継続的に提供することをお約束します。
設立から１７年間、ZWSOFT は、CAD 技術を開発し、積極的に国際競争に参加しました。80 カ国以上、40 万人以
上のユーザーからの依頼とサポートにより、ZWSOFT は困難を乗り越え、チャレンジし前進してきました。現在我々
は予定通りトップレベル技術の新バージョン ZWCAD を開発しています。新バージョンの ZWCAD により、継続的に
お客様に高品質の製品とよいサービスを提供します。
CAD のコア技術を開発することを約束しているメインの CAD サプライヤの一つとして、我々は一生懸命働き、ベスト
を尽くします。
ZWSOFT 及び当社製品への継続的なご支援、ありがとうございました。

A Letter to ZWCAD Customers—FAQ
1. Q: Can I continue to use my copy of ZWCAD+?
A: Yes, if you purchased and activated the product before October 15, 2015.
2. Q: As it mentioned in the public statement, customers who purchased ZWCAD+ may contact ZWSOFT to change to
ZWCAD Classic. Is this optional or compulsory?

A: As you can see in ZWSOFT public statement, it said “May” instead of “Must”, Customers can make
their own decisions whether to change to ZWCAD Classic according to their needs, it is just an option
not a must.
3. Q: What is ZWSOFT subsequent product plan?

A: ZWSOFT has already released ZWCAD Classic, a reliable and proven CAD product.
ZWSOFT is also developing ZWCAD 2017, which will come out in the spring of 2016. At that time,
ZWSOFT and its partners will release some rewarding programs to thank the continuous support from
old customers.
4. Q: How ZWSOFT can guarantee that its future products are free from intellectual property risks?

A: After the lawsuit, ZWSOFT gained a more accurate understanding to CAD related international
intellectual property system. ZWSOFT will take effective measures to strengthen internal management
and establish a third party monitoring mechanism to ensure that future product s are free from
intellectual property risks.

1. Q： 私は、ZWCAD+を使用し続けることはできますか？
A： はい、2015 年 10 月 15 日より前に ZWCAD+製品を購入して認証している場合は使用し続けることができます。

2. Q： 公式声明で述べたように、ZWCAD+を購入した顧客は、ZWCAD Classic へ変更することができますが、これは
任意または強制ですか？
A： ZWSOFT 公式声明で見るように、ZWCAD Classic への変更は必須ではなく、お客様はニーズに応じて、変更
するかどうかを自身の意思で決定することができるオプションであると述べています。
＊ZWCAD+から ZWCAD Classic への変更交換についてこちらをご確認ください。
3. Q： ZWSOFT の今後の製品計画は何ですか？
A: ZWSOFT はすでに信頼性と実績のある CAD 製品 ZWCAD クラシックをリリースしました。
さらに 2016 年春出荷予定の ZWCAD 2017 を開発しています。

4.

Q： ZWSOFT は、どのように将来の製品が、知的財産リスクがないであると保証することができますか？
A： 訴訟後、ZWSOFT は、CAD 関連の国際知的財産制度に関するより正確な理解を得ました。
ZWSOFT は、内部管理を強化し、将来の製品の知的財産リスクがないであることを確実にするために、第三者
の監視機構を確立する効果的な措置を講じます。

