Products News
NEW!
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5

新製品・バージョンアップ製品

杭基礎の設計 Ver.8

柔構造樋門の設計 Ver.4

NEW

杭基礎の耐震設計・補強設計支援プログラム

価格：\441,000 Windows2000/XP/Vista対応 ’09.5.
09.5.リ
リリ ー ス

価格：\367,500 Windows2000/XP/Vista対応 ’09.4.
09.4.リ
リリ ー ス ▲荷重の確認画面
●新機能
・杭体任意荷重載荷 ・杭体断面ごとの杭径変化（鋼管杭）
・図面：主鉄筋継ぎ手交互の鉄筋情報生成、柱状図の作図 他
価格／改訂期限
\73,500
\73,500

種別／改訂期限
バージョンアップ
'09.10.31
TM

面内

▲杭体水平荷重指定画面

NEW

3次元プレート動的非線形解析
価格：\210,000 Windows2000/XP/Vista対応 ’09.5.
09.5.リリース予定
リリース予定
FRAME(面内) for Windows SI版ユーザ 特別価格：￥105,000
●製品概要
・ドッカブルインターフェース ・表形式入力
・モデル作成手順がわかるツリー構造
・CADのようなモデルの矩形拡大、縮小、縦横移動
・高品質なレポート出力機能
対象製品
FRAME(面内)

改訂期限
2009.11.30

備 考
保守契約ユーザ様特別価格
\63,000
※画面はEngineer's Studioです。

▲鳥瞰/平面/側面/正面図の表示

価格／改訂期限
種別／備考
対象製品
\63,000
バージョンアップ
柔構造樋門の設計
'09.11.30
保守契約ユーザ様無償
Ver.3

Allplan Architecture
一般建築CAD

NEW

’09.9.
09.9.末
末 日本語版リリース予定

▲水位・土質入力画面

▲鉄筋(レベル2)入力画面

Advance Steel

Ver.2009

NEW

3次元鋼構造CAD

価格：英語版：\924,000／日本語版：\1,029,000

価格： \1,050,000 Windows2000/XP/Vista対応 ’09.05.13 リリ ー ス

Allplan Engineering

●新機能
・AutoCAD（2004～2008）上で使用する２D/３D鋼構造CADで
す。形鋼やボルト類の他、グリッド自動配置機能等、豊富な
機能によりモデリング作業の大幅な効率化を実現します。

NEW

RC構造物CAD
価格：英語版：\924,000／日本語版：\1,029,000
●新機能
・Allplanシリーズは、ドイツの
CADメーカーNemetschek
社により開発されたBIM統
合ソリューションです。
Allplanシリーズには
Architecture（一般建築CAD）
とEngineering（RC構造物CAD）
▲プレゼンテーション機能
などがあります。
Allplan2008 Architecture

建物エネルギーシミュレーション支援サービス

▲荷重組み合せ画面

▲モデル例
※画面はAdvance Steelです。

’09.04.22 サービス開始

▲モデル例

Design Builder

NEW

NEW

価格：\147,000

ビルディングデザイン、
シミュレーションプログラム

光、温度、CO2 などの環境シミュレーション、省エネルギー建物設計を支援する技術 サービス
●製品概要
DesignBuilderを使ったエネルギーシミュレーションを支援する
サービスです。DesignBuilderにおける、●モデリング ●環境
条件データ入力 ●シミュレーション結果出力 ●標準報告
書作成をサポートします。

価格：\84,000
「Engineer's Studio」の計
算部を搭載し弾塑性床
上の梁解析を行います。

●新機能
・不整形地盤(斜層)、不整形水位への対応(Ver.4)
・本体縦方向－水平方向バネ算出時に函体周長を
用いる計算に対応
・本体縦方向－地盤反力係数算出時の鉛直方向の載
荷面積についてスパン全面積を用いる計算に対応

NEW

各種基礎・液状化に対応した耐震設計プログラム

対象製品
杭基礎の設計 Ver.7
基礎の設計計算 Ver.7

函体縦方向レベル2
地震動断面照査
オプション： NEW

▼基本条件
入力画面

柔構造樋門本体の設計計算を支援するプログラム

価格： \262,500 Windows2000/XP/Vista対応 ’09.4.
09.4.リ
リリ ー ス

基礎の設計計算 Ver.8

NEW

英国DesignBuilder社により開発さ
れた建築シミュレーションソフトです。
米国エネルギー省開発の建物エ
ネルギーシミュレーションプログラ
ムであるEnergyPlusと連動するこ
とによって、計画段階から環境に
配慮した省エネルギー型の建物
の設計ができるソフトウェアです。 ▲ビジュアル化機能

地下鉄駅
●延床面積 27,725m2
●冷暖房負荷、シミュレーション、ビ
ジュアル化、CFD計算
参考見積価格 \808,500

●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！＞
製品名 ／ 価格
製品概要・改訂内容
橋台の設計 Ver.7
・竪壁保耐時の橋脚としての照査，受け台のコーベルとしての照査，斜角がある時の底版拡幅部照査

出荷開始
'08.11.05

改訂期限
'09.05.31

'08.11.26

'09.05.31

・杭基礎の拡張（ＰＨＣ杭のカットオフ，杭体の断面変化） ・段差フーチング，踏掛版形状の台形と

新規：\336,000、改訂：\63,000 バチ形の図面対応・地盤種別の基礎，震度への連動

３次元鋼管矢板基礎の設計計算
（連結鋼管矢板対応）

・３次元骨組解析による常時，暴風時，レベル1地震時およびレベル2地震時の計算・施工時（仮締切
り壁）の検討・部材照査（頂版，頂版と鋼管矢板との結合部，杭頭結合部）・基礎バネ（固有周期算
新規：\735,000、特価：\525,000 定用の地盤バネ定数）算出

2009年キャンペーン第3弾！！
建設VRコンファレンス
建設VR
建設
VRコンファレンス
コンファレンス
CONVRシドニーご招待
CONVRシドニーご招待
FORUM8はスポンサーです！
FORUM8はスポンサーです！

Up&Coming
Up&
Up
& Co
Coming
ming
抽選で８０名様プレゼント！
！
創
創刊80号記念！
刊 8 0号記
号記念！
念！
キャンペーン期間中に弊社製品またはサービス
スプリングサマ
スプリングサマーチャンス
サマー
ーチャンス を購入していただいた方が対象です。
（ご応募は対象ユーザ様・ディーラ様へメールに

てご案内致します。Webサイトでご登録、コース選
択をお願い致します。）

期間：＜5月1日～ 8月 31日＞ 登録締切：9/ 7（月）、発表：9月上旬
※Aコース：航空券は弊社指定のエコノミークラスになります。ホテル宿泊、食事は含まれません。
ご当選の方は、９月上旬にご本人宛にて通知致します。

A. CONVRシドニー行航空券 2名様
2009年11月3日～7日
コンファレンス見学と
フリータイム

UC -Drawツールズキャンペーン

新規購入・FPBダブルポイントキャンペーン
新既にソフトウェア製品を購入した場合、FPBポイントを２倍進呈いたします。弊社営業また
はバージョンアップセンタなど直接購入の場合に限ります。

マルチバージョンアップ、アップグレード １０％ OFF
弊社営業またはインターネットオーダサイトも含め、バージョンアップ時に複数製品同時申し
込みの場合に限り、10％OFFの特別価格での購入が可能です。ぜひ、一括でのアップグレー
ド、バージョンアップをご検討下さい。
※同一対象プログラムに対しての複数の割引キャンペーンの適用はできません。

www.forum8.co.jp

20,000円10名様

抽選に漏れた方から、抽選で 60名様に、FPBポイントを１0,000ポイントプレゼント！

期間：＜5月1日～ 6月30日＞

最新情報はホームページをご覧下さい。

B. 24.1インチLCD 3名様
C. デジタルカメラ 5名様
D. 国内旅行券、

東京本社
大阪支社
福岡営業所
名古屋事務所

Tel
Tel
Tel
Tel

２０％ OFF

UC-Drawツールズは、構造物毎の図面専用ツールです。UC-1設計シリーズと同じ種類の図
面ツールを同時に購入する場合に限り特別値引きを適用します。

乗り換えキャンペーン

３０％ OFF

フォーラムエイト以外の設計・解析ソフトをご利用中のユーザ様が、フォーラムエイト製品を購
入される場合、非常にお得なキャンペーン価格でご導入頂けます。

TRLキャンペーン

※7月31日
（金）まで

TRANSYT13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TRANSYT13を提供いたします。

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

