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新製品・バージョンアップ製品
TM

NEW

キャンペーン実施中

下記キャンペーン情報参照

3次元プレート動的非線形解析
価格：\1,575,000 Windows2000/XP/Vista対応 ’09.2.27 リリ ー ス
●製品概要
弊社がプレ処理～計算エンジン～ポスト処理までの全てを
自社開発した3次元有限要素法（FEM）解析プログラムです。
土木・建築構造物の部位を1本棒に見立てたはり要素や平
面的に連続した平板要素でモデル化して、構造物の非線形
挙動を解析するツールです。

▲鳥瞰/平面/側面/正面図の表示 ▲四角形要素の設定

RC断面計算 Ver.4

TRL交通設計ソフトウェアシリーズ NEW
TRANSYT-13
キャンペーン実施中

交通ネットワーク信号制御最適化ソフトウェア

下記キャンペーン情報参照

価格：\378,000～ Windows2000/XP/Vista対応 ’09.2.17 リリ ー ス
●製品概要
交通ネットワークの交通信号制御を最適化するソフト
ウェア。交通ネットワークの最適な信号時間タイミン
グを設定でき、複数の特徴的な交通ネットワーク図を
作成することが可能。英国版を製品化し、日本語版
として提供。多数の交差点ネットワークに対応できます。

▲メイン画面

OSCADY PRO

交通信号を設計するためのソフトウ
ェア。信号現示と配列の自動設定を
行うことができます。

▲入力画面

▲弾性梁要素の検索

iPipe 下水管渠設計CADシステム Ver.2

NEW

許容応力度法、限界状態設計法による鉄筋コンクリート断面計算 プログラム

価格：\525,000 Windows2000/XP/Vista対応 ’09.3.17 リリ ー ス

●新機能
・限界状態設計法の最新基準へ対応
・鉄筋データの入力方法Type2の追加
・M-φ計算用の面外方向オプションの追加
・無筋コンクリートの応力度計算
・PC鋼材の考慮
・PC鋼材の配置角度θの考慮
・使用材料の指定オプションを追加
・製品の二重起動
・キー操作の改善

●新機能
・地形三角網（TIN）を利用した地形情報の抽
出（数値地図、測量図）
・管網水理計算（Manning, Kutter, Hazen-Williams）
・切点と段差がある管路処理
・管路の生成/連結/編集及び流末マンホール
の追加/削除/修正機能追加
・小口径管の設計のためのBabbitt/時間係数
の適用可能
・直径及び管底高の自動設計（1つのプロジェ
クトで複数計画案ごとに適用可）
▲地層TINファイルの生成
・動水勾配の計算
バージョンアップ価格
・地盤変曲点及び支障物に対する干渉(設計
対象製品
誤謬)防止機能
iPipe 下水管渠 設計 CAD
・多様な掘削法面設計機能及び岩線/地下水
システム
位線処理 他

▲断面選択画面

▲印刷プレビュー

▲計算結果グラフ出力

▲断面力一覧表入力

バージョンアップ価格
対象製品

価格
\42,000
バージョンアップ

UC-Drawツールズ 各種セット特別価格販売開始

製品名 ／ 価格
UC-win/Road Ver.3.4
新規：（Advanced）\945,000
（Standard）\609,000
改訂：（Advanced）\84,000
（Standard）\84,000

OCF検定の認証を取得済
（認証番号：31308050135）
▲Ａｂｕｔｍｅｎｔ（橋台）
価 格

対象製品

▼Shapeファイルのインポート画面

価格
無償改訂
バージョンアップ

●その他バージョンアップ製品＜改 訂期限間近です。お急ぎ下さい！＞

各製品単独で電子納品に対応した配筋図、構
造図などの自動製図ツール。各種ファイルへ
の出力も可能です。

セット価格

NEW

設計計算から図面作成、数量計算、概算工事費に対応したトータル支援システム

価格：\126,000 Windows2000/XP/Vista対応 ’09.3.9 リリ ー ス

RC断面計算 Ver.3

NEW

交通信号設計ソフトウェア
価格：\409,500～

▲Earth retaining（土留工）
通常価格

セット価格

配筋図CADセット 橋台、橋脚、杭、床版橋、擁壁、U型擁壁、BOX、柔構造樋門

\598,500

\472,500

下部工CADセット 橋台、橋脚、杭

\220,500

\178,500

土工CADセット

擁壁、U型擁壁、擁壁展開図、BOX

\241,500

\189,000

仮設CADセット

土留め、仮設構台、二重締切工、切梁二重締切工

\210,000

\168,000

CADフルセット

UC-Drawツールズ全製品、UC-Draw

\1428,000

\787,500

斜面の安定計算 Ver.7

出荷開始

改訂期限

・交差点テクスチャ編集（交差点路面テ '08.09.24
クスチャを半自動的に作成）
・ビル編集
（任意形状の建物モデルの作成。
四角形、
円形、
任意形の組み合わせ、
前後、
左右、
高さのサイズ、昼夜の壁面テクスチャ
に対応。）
・フルスクリーン、シミュレー
ションパネル対応・運転インタラクション、
シナリオ生成機能・Vista対応

'09.03.31

・オプション２製品（ニューマーク法、浸

'09.04.30

製品概要・改訂内容

'08.10.03

新規：\71,400、改訂：\31,500 透流FEM解析）を製品本体に統合・地
下水排除工法・モデル作成補助ツール
におけるデータチェック機能強化 他

2009年キャンペーン第2弾！！
優勝感謝！解析支援サービスキャンペーン

Engineer's Studio リリースキャンペーン

15％OFF
～ 4/30（木）
まで
このたび、弊社解析支援チームの「事前解析コンテスト・ファイバーモデル部門・優勝」を記念
して「優勝感謝！解析支援サービスキャンペーン」を実施いたします。
UC-win/FRAME(3D)ユーザ様限定サービスです。橋梁をはじめ各種構造物の解析を支援す
る技術サービスとして、多くの実績を有し、信頼性、品質、スピードを誇る解析支援チームの
精鋭が技術対応しています。勿論、UC-win/FRAME(3D)、Engineer's StudioTMともに自社開
発している開発力がバックボーンとなって、ユーザの皆様に信頼されるサービスをご提供し
ています。

特別価格
～ 4/30（木）
まで
Engineer'sStudioリリースを記念したUC-win/FRAME(3D)ユーザ様へのキャンペーンです。期
間内に限り、通常フルオプションセットをAdvancedユーザ向けの特別価格で提供いたします。

TM

リピートユーザ様：お見積額から１５％OFF （初めてのご利用ユーザ様：１０％ OF F)

T RL 特 別キ
TRL特別キャンペーン
別キャ
ャンペーン
特別価格
～ 5/29
（金）
まで
英国交通研究所（TRL)とのTRL交通設計ソフトウェアシリーズ日本版リリース共同企画キャ
ンペーンです。TRANSYT 13ご購入のユーザ様へ、特別価格にてOSCADY-PROをご提供し
ます。また、OSCADY-PROご購入のユーザ様へは、無料でTRANSYT 13を提供いたします。
ご購入製品
TRANSYT 13
OSCADY-PRO

提供プログラム内容
OSCADY-PRO
TRANSYT 13

最新情報はホームページをご覧下さい。

通常価格
\360,000 + \390,000 =
\750,000 （税込 \787,500）

www.forum8.co.jp

特別価格
\390,000
（税込 \409,500）

東京本社
大阪支社
福岡営業所
名古屋事務所

Tel
Tel
Tel
Tel

プログラム名
Engineer's StudioTM フルオプションセット
Engineer's StudioTM フルオプションセット （前川モデル除く）

定 価
\1,575,000
\892,500

特別価格
\1,029,000
\609,000

電子メールサー
電子メールサービス登録キャンペーン
サービ
ビス 登 録キ
録キャ
ャンペー
ペーン
ン
FPB 500ポイント進呈 ～ 4/30（木）
まで
メールニュースを受信されていない方を対象としたキャンペーンです。新規でメールアドレスを登
録頂いたユーザ様に、もれなくFPB・500 ポイント進呈いたします。（ユーザ情報ページ限定）
条件 ： 3ヶ月間弊社電子メールサービスを受信できる方
●すでに登録されているアドレスは対象外です。●他人の電子メールアドレス登録はご遠慮

地盤解析支援サービスキャンペーン
15％OFF
～ 4/30（木）
まで
ALID対応GeoFEAS2D、新製品３次元地盤解析GeoFEAS3D、液状化解析UWLCなど地盤解
析ソフトのユーザ向けのキャンペーンです。期間限定で見積額から15％OFF いたします。
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