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色数：1C 媒体サイズ：A4-1P 前付普通頁 原稿締切：11/15

掲載位置：不明

仕上りサイズ 297×210（裁落）
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ラウド、構
構造解析ソフト
造解析ソフト 開発キット
開発キ
開発
キッ
ット（
（SDK）
SDK）
各種ソフトの活用可能性が広がる
各種ソフ
フトの活用可能性が広がる カスタマイズキットを提供！
カス
カスタマイズキットを
を提供！
●UC-win/Road SDK Ver.10

●a3S SDK

UC-win/Roadのプラグイン・オプション等の
作成・カスタマイズが可能

高速データ伝送システムを用いた
様々なクラウドサービス展開が可能

価格：\336,000
アカデミー価格：\268,800

価格：\336,000
アカデミー価格：\268,800

◆携帯端末の操作意図、反応処理による
る
運転シミュレーション技術
置
◆携帯端末での運転シミュレーション装置
◆仮想空間情報処理システム
◆a3S：クラウド伝送ライブラリ
◆クラウドコンピューティングのアーキテクチャ
◆運転シミュレーションの入力デバイス

●Engineer's Studio® SDK ●FRAME(面内)SDK

津波シミュレーション

ドライビング・シミュレーションの制御

3次元積層プレート・ケーブルの動的
非線形解析Engineer's Studio ®の
GUIカスタマイズ。

OpenGLコントロールの自由な描画

価格：\440,000
アカデミー価格：
\352,000

群集流シミュレーション制御

フォーラムエイトのSDK関連出版書籍

～Open GL Ver.4 & CUDA～
土木建築エンジニアを対象と
して、OpenGL を用いたグラ
フィックスプログラミングを
学ぶための入門書。

The

3RD

Androidプログラミング入門

土木建築エンジニアのプログラミング入門

～Linux環境におけるスマーフォンアプリ
開発の基礎と3DVRアプリプログラミング～

～Delphiで学ぶVR、
構造解析のSDK活用プログラミング～

土木建 築エンジニア向けの、
SDK（開発キット）によるプロ
グラミング入門書。
■著者：フォーラムエイト
小林佳弘/福田知弘
弘
Kostas Terzidis
楢原太郎/広重登
■価格：\2,800
■特別付録DVD
Delphi2010 試用版 他

■著者：フォーラムエイト
ト
■価格：\1,500
■特別付録DVD
本書電子書籍版
サンプルプログラム

Cloud Programming World Cup

ON
15 IS
WC20
T: CP
o
I
×
VR

プログラミング経験の少ない

VR-Cloud® クライアント
の Android アプリ構築プ
プ
ログラミングを、豊富な実例
例
をもとに学ぶ入門書。

■著者：安福健祐
フォーラムエイト
■価格：\3,480
■特別付録DVD
本書電子書籍版
UC-win/Road SDK 他

公開最終審査・受賞作品表彰式

2015年11月19日（木）

!!

CPWC2015
審査委員
Image View Kinect Smart Drive,
Great Sword, Shanghai Jiao Tong University
The 2nd Cloud Programming World Cup Award

当社が主催・協力する学生向けコンペについて参加予定者を
サポートしています。
それぞれ当社にエントリーいただければ、
右記製品等を期間内無料でご提供いたします。

提供
内容

UC-ｗin／Road SDK、VR-Cloud® SDK等の無償貸与
関係製品の有償セミナー、体験セミナーおよびWebセミナー招待
詳細 http://www.forum8.co.jp/forum8/compe-support.htm

詳細・お申し込み http://www.forum8.co.jp/fair/fair00.htm

●有償セミナー（受講料：￥18,000）

http://cpwc.forum8.jp

大阪大学大学院工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 准教授 福田 知弘 氏
三次元映像学会 代表幹事 デジタルハリウッド大学院 特任教授 羽倉 弘之 氏
ニュージャージー工科大学 建築デザイン学部 准教授 楢原 太郎 氏
フォーラムエイト VR 開発 テクニカルマネージャ Pencreach Yoann 氏

▲

有償セミナー/体験セミナー

受賞結果
公開中

▲

学生向けコンペ
参加者サポート

価格：\173,000
アカデミー価格：
\138,400

ご購入は、フォーラムエイトHPまたはAmazon.co.jpで！

BOOK

先端グラフィックス言語入門

任意形平面骨組の面内解析プロ
グラム。FRAME(面内)の計算機能
をAPIとして提供。

会場

T V：全国7か所同時開催！
Web：オンラインにて同時開催！

●体験セミナー（無償）

構造解析入門セミナー

2016年 1月13日（水） TV・WEB

UC-win/Road・VRセミナー

2016年 1月19日（火）
2016年 2月 4日（木）
2016年 2月18日（木）

名古屋
大阪
東京

UC-win/Road・エキスパート・
トレーニングセミナー

2015年12月16日（水）
〜12月17日（木）

札幌

2016年 1月21日（木）
〜 1月22日（金）

東京
東京

Engineer's Studio®活用セミナー

2016年 1月28日（木） TV・WEB

UC-win/Roadクリエイターセミナー入門編

2016年 1月15日（金）

動的解析セミナー

2016年 2月 5日（金） TV・WEB

スパコンクラウド®体験セミナー

2016年 1月20日（水） TV・WEB

★名古屋 JR セントラルタワーズ・システム・ショールーム 2015 年 10 月 1 日開設

株 式 会 社 フォーラムエイト 東 京 本 社
東京都港区港 南 2-15-1 品 川インターシティ A 棟 21F

★新卒・第二新卒大募集

※表示価格はすべて税別です。※製品名、社名は一般に各社の商標または登録商標です。

Tel （代表）03-6894-1888 （営業窓口）0120-1888-58
Fax 03-6894-3888 ｜ E-mail f8tokyo@forum8.co.jp

ショールーム：東京・名古屋／セミナールーム：東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌・金沢・上海・青島／宮崎・神戸研究室／ハノイ・台北・ロンドン

www.forum8.co.jp

