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新製品・バージョンアップ製品
GIS View NEW

aaSIDRAプラグイン

UC-win/RoadをベースとしたGISアプリケーション

1

NEW

交差点設計ソフトからのインポートによるVRモデル自動作成支援ツール

Windows2000/XP/Vista対応 ’0 8 .12.26 リリ ー ス

価格：\78,750 Windows2000/XP/Vista対応 ’0 8 .12.09 リリ ー ス

●新機能
・GIS形式ファイルの座標変換
・画像ファイルインポート/エクスポート
・ベクトルファイルインポート/エクスポート
・属性テーブル変換
インポート ：
1）Shape file、MEM file
(国土地理院発行の『数値地図50mメッシュ』)
2）XML file(UC－win/ROADデータ) 3）DXF file
4）slm, slp sal, XML(国土地理院発行・数値地図25,000/2,500データ)
5）TIFF
エクスポート ：
1）Shape file、DXF file
・GIS形式ファイルのUC-win/Roadへの変換機能

●製品概要
交差点設計ソフトウェア、aaSIDRAで設計した交差点をUC-win/RoadでVR表現するための
プラグインです。aaSIDRAで設計した交差点ごとにデータファイルがあります。

PC単純桁の設計 Ver.3

NEW

単純桁橋の設計計算、図面作成プログラム
価格：\262,500 Windows2000/XP/Vista対応 ’0 8 .12.25 リリ ー ス
●新機能
・下部工設計用反力の算出
・JIS2004年版に対応
・コンクリート版の設計のツー
ル追加
・横方向モデルの機能拡張
・スターラップ以外のせん断
補強材として折り曲げ鉄筋
を考慮

インポート・サンプル事例
aaSIDRAファイルから読み込みだけを行ったデータの例を以下に示します。

弾塑性地盤解析
（GeoFEAS）２D Ver.2

バージョンアップ価格

不静定構造物であるラーメン式橋台の設計計算プログラム

Windows2000/XP/Vista対応 ’0 8 .12.05 リリ ー ス

●新機能
・レベル２地震時のフーチング部材
照査（連動照査）に対応
・直角方向の安定計算（直接基礎、
杭基礎）に対応
・杭基礎ＰＨＣ杭のカットオフ、杭体
の断面変化、せん断照査の拡張（ス
パイラル鉄筋、せん断補強鉄筋 ▲荷重組み合せ画面
の考慮）に対応 他

対象製品

PC単純桁の設計 Ver.2

弾塑性地盤解析（GeoFEAS）２D

価格

改訂期限

価格

改訂期限

\52,500
バージョンアップ

'09.06.30

\157,500
バージョンアップ

'09.06.30

VerUP!

▲自重変形解析結果の変形図
（Post表示図）

バージョンアップ価格

対象製品

▲幅員構成

ラーメン式橋台の設計計算
Ver.4 NEW

静的な条件下で地盤の応力～変形解析を行う
FEM解析プログラム
●新機能
・河川構造物の耐震性能照査
指針（案）・同解説（H19.3）の「液
状化時自重変形解析」、「液
状化後の体積圧縮による変
形量の計算」に対応。Post部
にて、「FL分布図」の描画に
対応 他

▲メイン画面

NEW

価格：\231,000 Windows2000/XP/Vista対応 ’0 8 .12.09 リリ ー ス

バージョンアップ価格
対象製品
ラーメン式橋台の設計計算
Ver.3
価格
改訂期限
▲変形図（Post表示）
任意の要素のみを結果表示

\73,500
バージョンアップ

'09.06.30
▲杭の断面変化画面

1月・2月改訂期限製品＜改訂期限間近です。お急ぎ下さい！＞

擁壁の設計 Ver.8

’
09.1.31まで

擁壁の設計計算、図面作成プログラム

●その他バージョンアップ製品
製品名 ／ 価格
UC-Draw Ver.5

価格：\231,000～ Windows2000/XP/Vista対応 ’0 8 .07.07 リリ ー ス
●新機能
・天端張出し部の計算，図面に対応
・任意形状を拡張、座標入力、計算、計算書改善
・多点折れの試行くさび法による土圧算出に対応
・複数勾配を考慮した衝撃力と崩壊土を考慮した待ち受け擁
壁の設計に対応 他
バージョンアップ価格
対象製品
Ver.8 Standard←Ver.7 Standard
Ver.8 Lite←Ver.7 Lite
価格
改訂期限
\52,500
'09.01.31
バージョンアップ

製品概要・改訂内容

・
「SXF 表示機能及び確認機能要件書（案）」対応・Logical新規：\157,500、改訂：\42,000 Smart Ver.3対応・測量コマンド対応（拡張ＤＭ入出力機能
他）
・DWG、DXFファイル入出力改善

土留め工の設計 Ver.6

・腹起しの2重（横並び）設置に対応 ・ハット形鋼矢板に対

出荷開始
'08.07.25

改訂期限

'08.08.21

'09.02.28

'08.08.29

'09.02.28

'09.01.31

新規：（フル機能）\441,000、（Ver.6）\262,500 応 ・SMW壁において「等厚壁断面（TRD工法）」に対応・
、コンクリート矢板」
に対応 ・
改訂：\63,000 壁体種類として「軽量鋼矢板」「
「土地改良基準
（平成13年）
」
に対応・図面関係機能の改良 ・
数量計算：支保工形式が控え杭タイロッド式の場合、タイロ
ッドの質量を算出

電子納品支援ツール Ver.8

・国土交通省 平成20年5月改定の各基準、道路中心線形デ

新規：\71,400、改訂：\31,500 ータ交換標準に係わる電子納品運用ガイドライン（案）対応・
Logical Image（写真／画像ファイル比較） 機能拡張・Logical Document 形態素解析を使用した文書内の名詞抽出 ・
「SXF 表示機能及び確認機能要件書（案）」対応（CAD朱書
き） 他

▲任意形状の寸法入力画面

2009年キャンペーン第1弾！！ ＜～2月27日（金）まで＞

セミナー来場者キャンペーン

リバイバルキャンペーン

30％OFF
30％OFF
１～２月に実施される有償セミナー/体験セミナーにご来場いただいたユーザ様は、対象カテ フォーラムエイト製品を購入された登録ユーザ様であれば、どのバージョンからでも特別価格
ゴリ製品を30％OFFでご購入いただけます。参加後、1ヶ月間有効となります。
で再購入ができる特別キャンペーンです。製品定価から30％OFFいたします。製品により、
MS-DOS版も対象になります。この機会にご検討下さい。

レンタルライセンス
レ
ンタルライ
ルライセン
センス
ス・フローティングライセンス
フロー ティング
ングラ
ライセンス
キャンペーン
キャンペーン
20％OFF

UC-win/Roadサポート／解析支援サービス
UC-win/Road
UCwin/Roadサ
サポート／解 析 支 援 サ ービ
ービス
ス
キャンペーン
キャンペーン
15％OFF

短期間での利用により、低廉な価格でのライセンス利用が可能です。業務多忙となる年度末 UC-win/Road VRデータサービスやUC-win/FRAME（3D）の年度末早期割引キャンペーンを
の機会に、ぜひご利用下さい。
実施いたします。地盤解析支援サービス、xpswmm解析支援サービス、
EXODUS/SMARTFIRE解析支援サービスも含め、期間限定で見積額から15％OFFいたし
・1ライセンス購入 10％OFF ・2ライセンス購入 15％OFF ・3ライセンス以上購入 20％OFF
ます。ぜひ、早期のご利用をお願いいたします。

最新情報はホームページをご覧下さい。

www.forum8.co.jp

東京本社
大阪支社
福岡営業所
名古屋事務所

Tel
Tel
Tel
Tel

03-5773-1888
06-6882-1888
092-271-1888
052-551-1888

Fax
Fax
Fax
Fax

03-5720-5688
06-6882-1880
092-271-1902
052-551-1883

東京/大阪/名古屋/福岡/宮崎/ＮＺ

