Products News
NEW!

新製品・バージョンアップ製品

橋台の設計 Ver.13

P
Ver.U

逆Ｔ式橋台、重力式橋台の設計計算、耐震・補強設計、図面作成プログラム

価格：\350,000 レンタル： \70,000～ WindowsXP/Vista/7/8 対応 ’14.3.27 リリース
保耐法拡張オプション 価格：\50,000 レンタル： \13,000～
●主なリビジョンアップ内容
・Engineer’s Studio®、UC-win/FRAME(3D)エクスポート
・橋台形状左右反転出力
・置換基礎機能拡張
・橋座の設計機能拡張
・胸壁前面突起の照査
・３Ｄ表示拡張
・下部構造の慣性力を考慮した保耐法（保耐法拡張オプション）
【アップグレード】
対象製品
橋台の設計 Ver.12

改訂期限
価格
'14.9.30
\175,000

擁壁の設計 Ver.14

橋脚の設計 Ver.12

※表示価格はすべて税別価格です。
P
Ver.U

価格：\400,000 レンタル：\80,000～ WindowsXP/Vista/7/8 対応 ’14.3.27 リリース
保耐法拡張オプション 価格：\50,000 レンタル： \13,000～
●主なリビジョンアップ内容
・補強部主鉄筋、アンカー筋の配置拡張
（直線部の任意配置、円弧部の定着設定）
・H24道示矩形中空形状への対応（ハンチ形状､死荷重､慣性力）
・フーチング既設部と補強部で異なる鉄筋段数
・既設橋脚検討方針の方向毎の指定
・破壊形態の判定中間部せん断耐力最小位置の自動抽出
・下部構造の慣性力を考慮した保耐法（保耐法拡張オプション）
改訂期限
価格
'14.9.30
\200,000

▲ メイン画面

電子納品支援ツール Ver.14

P
Ver.U

片持梁式､U型､重力式､もたれ式､任意形状擁壁の設計計算､図面作成プログラム 土木設計業務／工事完成図書 電子納品支援ツール
価格：Advanced \350,000 レンタル： \70,000～ Standard \280,000 レンタル： \56,000～
Lite \200,000 レンタル： \40,000～ WindowsXP/Vista/7/8 対応 ’14.3.27 リリース
●主なリビジョンアップ内容
・レベル2地震時照査拡張（保耐法照査）（Advanced）
・試行くさび法の作用位置算出拡張 ・壁面地盤反力法拡張
・Ｕ型擁壁バネ基礎拡張(Standard)
・修正物部・岡部の算出式選択 ・３Ｄ表示拡張
【アップグレード】
対象製品
改訂期限
擁壁の設計 Ver.13 Advanced '14.9.30

価格
\175,000

擁壁の設計 Ver.13 Standard

'14.9.30

\140,000

擁壁の設計 Ver.13 Lite

'14.9.30

\100,000

▲ 3D拡大表示（U型擁壁）

車両軌跡作図システム Ver.3
車両走行軌跡の計算、軌跡図の作成プログラム

P
Ver.U

価格：\150,000 レンタル： \30,000～ Windows/Vista/7/8 対応 ’14.3.25 リリース
●主なリビジョンアップ内容
・セミトレーラの切り返し走行に対応
・車両の詳細形状を図面に反映させる
機能を追加
・「通常旋回（クロソイド曲線法）」に対応
【アップグレード】
対象製品
改訂期限
車両軌跡作図システム Ver.2 '14.9.30

価格
\75,000

4

震度法・保耐法による橋脚の耐震設計・補強設計、図面作成プログラム

【アップグレード】
対象製品
橋脚の設計 Ver.11

▲ メイン画面

2014

P
Ver.U

価格：\80,000 レンタル：\18,400～ WindowsXP/Vista/7/8 対応 ’14.3.25 リリース
●主なリビジョンアップ内容
・対応基準NEXCO 調査等業務の電子納品
要領（平成25年07月）を追加
・データファイルの自動バックアップデータ
管理機能を追加
・出力フォルダの自動判定機能を追加
【アップグレード】
対象製品
改訂期限
電子納品支援ツール Ver.13 '14.9.30

価格
\40,000

▲ メイン画面

コンクリートの維持管理支援ツール Ver.UP
（維持管理編）Ver.3
コンクリート構造物の劣化過程判定、劣化進行予測プログラム

価格：\120,000 レンタル：\24,000～ WindowsXP/Vista/7/8 対応 ’14.3.27 リリース
●主なリビジョンアップ内容
・2013年制定 コンクリート標準示方書 維持
管理編に対応
・写真等画像の入力機能を改善

▲ セミトレーラの後退
の軌跡例

鋼鈑桁橋自動設計ツール

▲ メイン画面

NEW

非合成I桁断面及び合成I桁断面のフランジ板厚、フランジ幅の自動決定、
I桁連結部のボルト配置の自動決定、
非合成I桁断面及び合成I桁断面の断面照査を統合したツール

価格：\200,000 レンタル： \40,000～ Windows/Vista/7/8 対応 ’14.3.28 リリース
●主な製品概要
本プログラムは「道路橋示方書II 平成24年3月」（社団
法人日本道路協会）及び「ガイドライン型設計 適用上
の考え方と標準図集（改訂版） 平成15年3月」（社団法
人日本橋梁建設協会）に基づき、非合成I桁断面または
合成I桁断面のフランジ板厚及びフランジ幅の自動決
定、I桁連結部のボルト配置の自動決定及び非合成I桁
断面または合成I桁断面の断面照査を行うものです。 ▲ メイン画面

【アップグレード】
対象製品
コンクリートの維持管理

支援ツール（維持管理編） Ver.2

改訂期限
'14.9.30

価格
\60,000
▲ メイン画面

DesignBuilder
建物エネルギーシミュレーション Ver.3.4
P
Ver.U

ビルディングデザイン、シミュレーションプログラム 日本語マニュアル版
価格：\169,000～ ’14.3.19 リリース
●主なリビジョンアップ内容
・ダイアグラム形式の空調換気システムを追加
・LEEDやBREEAM提出用の太陽光強度コンター
を含むリポート作成機能を追加
・空調換気システムのテンプレートの改善
・湿度調整、熱回復等の自動調整オプションを追加
・自然換気と空調換気システムの任意時点での
▲ 熱負荷データ
切り替え機能を追加

▲ CFDシミュレーション

キャンペーン情報
2014スプリングキャンペーン（2014年4月1日～2014年5月31日）
キャンペーン期間中に弊社製品またはサービスを購入していただいた方が対象です。応募は、対象ユーザ様へメールにてご案内。 特賞

ハワイ研修2名様 他

アップグレードキャンペーン（2014年4月1日～2014年6月30日）
擁壁の設計、BOXカルバートの設計、橋台の設計、橋脚の設計等の改訂に伴い、アップグレード価格を定価より20％OFFで提供致します。

FPBキャンペーン(ダブルキャンペーン)（2014年4月1日～2014年6月30日）
景品ポイントの変更、製品ポイント消費税込みへの変更に伴いまして、期間中FPBポイントをダブル付与致します。

Windows8.1パソコン０円キャンペーン（2014年3月1日～2014年4月30日）
当社製品購入時、製品定価（税抜き）81万円以上で1台無料で提供します。製品定価での購入となります。81万円毎に無料で1台提供いたします。
なお、UC-win/Road、Engineer's Studio®用パソコンは、さらにお得。高性能グラフィックス搭載機種を無料提供いたします。
※先着合計１００台まで。同一機種が手配できない場合は原則として同等仕様のパソコンとなります。 ※新規ライセンス購入がある場合に限ります。

クロス・エンジニアスイートキャンペーン（2014年3月1日～2014年4月30日）
構成製品を下記条件で新規購入する場合、すべて２０％OFF！（オプション、同時新規保守サポートも２０％OFF！)
(1) UC-1+FEMクロススイート 特典条件：構成製品から2製品以上を新規購入の場合 (2) UC-1＋土工・下部工クロススイート 特典条件：構成製品から3製品以上を新規購入の場合

有償セミナー・CPDセミナーキャンペーン（2014年3月1日～2014年4月30日）
年度末、年度初めでお忙しい中のご参加に感謝し、有償セミナー同時申込み、2人目以降は半額とさせていただきます。
東京本社
Fax 03-6894-3888
Tel 03-6894-1888
大阪支社
Fax 06-7709-9888
Tel 06-7711-3888
福岡営業所
Fax 092-289-1885
Tel 092-289-1880
最新情報はホームページをご覧下さい。
名古屋事務所 Tel 052-222-1887
Fax 052-222-1883
仙台事務所
Fax 022-208-5590
Tel 022-208-5588
札幌事務所
Fax 011-806-1889
Tel 011-806-1888
金沢事務所
Fax 076-255-3888
Tel 076-254-1888

www.forum8.co.jp

営業窓口(フリーダイヤル)

0120-1888-58

※社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。
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