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新製品・バージョンアップ製品

型枠支保工の設計計算

NEW

▼検討形式の選択画面

管の断面計算

NEW

型枠支保工の設計計算プログラム

剛性パイプカルバート/たわみ性カルバートの設計計算プログラム

価格：\147,000 Windows2000/XP/Vista対応 ’09.7.21 リリ ー ス
レンタル：\29,400～
●機能概要
UC-1仮設工シリーズに新しく加わる
プログラムであり、「足場・型枠支保
工設計指針」（社）仮設工業会に準
拠し、配置間隔、使用部材、荷重な
どの設計条件により、型枠支保工の
部材に生じる支持力、曲げ･せん断
応力、たわみなどを計算して、許容 ▲軽量支保ばり式
値に対する検討を行うことができます。 型枠支保工

●機能概要
「剛性パイプカルバート」は「道路土工カルバート工指
針 (H.11.3) (社)日本道路協会」および「設計要領第
二集カルバート編（H.18.4） NEXCO」を参考としており、
「たわみ性カルバート」は「道路土工カルバート工指
針 (H.11.3) (社)日本道路協会」のみを参考にしてい
ます。なお、「たわみ性カルバート」の１種である「コル
ゲートメタルカルバート」については「コルゲートメタル
カルバート・マニュアル (社)地盤工学会」の内容も一
部参考にしています。

UC-Draw Ver.6

価格：\84,000 Windows2000/XP/Vista対応 ’09.7.31 リリ ー ス

▲パイプサポート

マンホールの設計

NEW

土木専用２次元汎用CAD、朱書き機能対応版

▲

●機能概要
・マンホール，集水桝の図面作成に対応
・土地改良（農道）に準拠した許容支持力
度の算出に対応
・Acrobat3D出力(PDF出力)に対応
対象製品
マンホールの設計計算
Ver.5

▲完成平面図画面

価格
\63,000
バージョンアップ

▲メイン画面

Ver.3.1

ECOドライブ
NEW
価格：\315,000～ Windows2000/XP/Vista対応 ’09.7.
09.7.リリース
リリース

NEW
価格：\315,000 Windows2000/XP/Vista対応 ’09.8.4 リリース

立体骨組み構造の3次元解析プログラム

●製品概要
・UC-win/Roadの
走行ログを基にし
て、自動車運転に
よる燃料消費量の
計算、二酸化炭素
排出量の計算、お
よび、グラフ作成機
能を支援する新し
いプラグインです。

●新機能
・道示V参考資料5.1（2）の塑性ヒンジ
のバイリニア型復元力モデルに対応
・固有値解析結果に累積有効質量比
/有効質量比/有効質量
・ファイバー要素（1次、2次）のせん断
剛性低減、他

▲図面作成機能：
図面作成モードの画面

UC-win/Section
Ver.3.1 NEW

任意形RC・SRC断面計算プログラム
価格：\105,000
固有値解析結果に ●新機能
有効質量の表示
・曲げ計算用準拠基準に、下記基準を
追加
1)NEXCO設計要領第二集橋梁保全
編、H18.4/H20.8
2)既設橋梁の耐震補強工法事例集：
（財）海洋架橋・橋梁調査会、H17.4
3)アラミド繊維シートによる鉄筋コンクリ
ート橋脚の補強工法設計・施工要領案：
▲道路橋示方書V耐震設計編
アラミド補強研究会、H10.1、他
参考資料p.336のＭ－θモデル
▲

ECOドライブ プラグイン・オプション

価 格 改訂期限
プログラム名
Ver.3.1 Advanced←Ver.3 Advanced \94,500
\52,500 '10.01.31
Ver.3.1 Standard←Ver.3 Standard
\252,000
Ver.3.1 Lite←FRAME(面内)

▲施設設置の入力画面

NEW

価格：\220,500 Windows2000/XP/Vista対応 ’09.7.10 リリ ー ス

▲測量画面

▼ECOドライブランキング画面

比較計算の
結果確認画面

現場打ち，組立て式マンホール／集水桝の設計計算、図面作成プログラム

価格：\157,500 Windows2000/XP/Vista対応 ’09.7.27 リリ ー ス
レンタル：\31,500～
●新機能
・「SXF Ver.3.1」に対応
・「SXF表示機能及び確認機能要件書(案)
H19.11」に同案H21.3の機能を追加
・任意の範囲および縮尺による印刷に対応
・文字種別ごとの使用箇所表示機能に対応
・作図部品の分解に対応 他

▲メイン画面

●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
深礎フレーム Ver.5
・杭基礎設計便覧(H19.1)対応 ・レベル１フーチング照査 ・杭体の地中部の任意荷重を考慮

出荷開始
'09.02.05

改訂期限
'09.08.31

・受働土圧の考慮、二方向偏心時の支持力照査 ・直角方向の照査拡張 ・多層地盤・軽量盛土
・杭基礎機能拡張（杭頭カットオフ，断面変化，せん断照査） ・置換基礎・施工時の荷重状態の追加、地震
新規：\262,500、改訂：\52,500 動の逆方向 ・丸綱、最大鉄筋量の照査 ・胸壁深さが1m以上の場合照査

'09.02.17

'09.08.31

・全断面形タイプで側面鉄筋（傾斜配置可）の入力可 ・面外（橋軸直角）方向のM-φ曲線のオプション追加・
最新の基準類に準拠したせん断耐力、曲げひび割れ幅の計算（限界状態設計法）
新規：\126,000、改訂：\42,000 ・限界状態設計法でPC鋼材の配置を可 ・無筋でも応力度計算を行い計算できれば結果を出力

'09.03.09

'09.09.30

新規：\441,000、改訂：\63,000 ・杭体の突出部の土圧形状と荷重数を増加 ・レベル２照査荷重（Ｖ、Ｈ、Ｍ）の直接入力に対応

仮設構台の設計 Ver.4
RC断面計算 Ver.4

2009年キャンペーン第3弾！！＜最終受付中＞
A. CONVRシドニー行航空券 2名様
建設VRコンファレンスCONVRシドニーご招待
建設VR
建設
VRコンファレンス
コンファレンスCONVR
CONVRシドニーご招待
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！

2009年11月3日～7日
コンファレンス見学と
フリータイム

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、

Up&Coming
Up&
Up
& Co
Coming
ming
20,000円10名様
創
創刊80号記念！
刊 8 0号記
号記念！
念！
抽選で８０名様プレゼント！
！ 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！
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 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 期間：＜5月1日～ 8月 31日＞ 登録締切：9/ 7（月）、発表：9月上旬
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。）

リバイバルキャンペーン
30％OFF
～ 8/31
（月）
まで
弊社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製品定価から30％
OFF で再購入ができる特別キャンペーンです。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。

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

※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。

ゴールドプレミアム会員
プレミアム会員限定

新製品モニターキャンペーン

50％OFF
～ 8/31
（月）
まで
対象製品を実際の業務でご利用いただき、製品についてのご意見、ご要望などを口頭または文
書にてお聞かせいただくモニターを募集いたします。過去１年間（2008.7.1-2009.8.31）に新規で
販売を開始した製品・サービスを対象とし、モニター特別価格として製品定価・ソリューション見積
価格の50％OFF でご提供いたします。本数に限りがございますので、お早めにお申込下さい。

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

