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新製品・バージョンアップ製品

UC-win/Road Ver.5

P
Ver.U

3次元リアルタイムVRソフトウェア

価格：Ultimate \1,575,000 Driving Sim \1,260,000 Advanced \945,000 Standard \609,000 Presentation Version \52,500 Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’10.09.21 リリース
●主な改訂内容
・SaaS and Remote Access Plugin ・点群プラグイン ・FBX 3Dモデルの読み込み
・ナビゲーション ・車両力学モデル ・河川、道路断面 ・新しいサウンドシステム
・テキストモデル、スクリプト、シナリオメッセージ
・ビデオウォールとビデオプレーヤ ・描画パフォーマンス
対象製品
UC-win/Road Ver.4 Ultimate

改訂期限
2011.03.31

価 格
\262,500
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Driving Sim
Advanced
Standard
Presentation

▲点群のみ

▲2D/3Dテキストの表示

▲特殊気象機能の雷
▲UC-win/Road for SaaS クライアント画面

UC-1 for SaaS RC断面計算

▲道路モデル

地下車庫の計算

NEW

ソフトウェアをネットワーク経由のサービスとして提供

NEW

地下車庫の安定計算および断面計算プログラム

価格：基本ライセンス \5,775 追加ライセンス \3,675

価格：\73,500 レンタル \16,905～

Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’10.09.28 リリース

Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’10.09.30 リリース

●プログラム概要
Webサーバアプリケーション化を行った鉄筋コンクリート断面の応力度
計算、断面照査システムで、許容応力度法による断面照査、限界状
▲UC-1 for SaaS RC断面
態設計法による断面照査等、ベース製品と同等の機能をサポート

●プログラム概要
『建築基準法』、『建築基準法施行令』、『建築基準法等関連告示』をも
とに、各指針、および基準類に準じた計算方法により、鉄筋コンクリー
ト製地下車庫（地下1階式） の設計計算を支援するプログラム
▲メイン画面

RC下部工の設計計算 Ver.8 Ver.UP 価格：\714,000 レンタル 142,800～ 震度算出（支承設計） Ver.6 Ver.UP
ラーメン橋脚の設計計算 Ver.8 価格：\367,500 レンタル \73,500～ 複数振動系を有する橋梁の静的フレーム法による震度算出プログラム
価格：\231,000 レンタル \46,200～ Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’10.09.21
’10.09.21リリース
リリース
ラーメン式橋脚、橋台などの下部工及びRC構造物の設計計算ソフトウェア
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’10.09.21 リリース

●主な改訂内容
・UC-win/FRAME(3D)へのエクスポート機能に対応
・負の周面摩擦力の照査（杭基礎）に対応

橋台の設計 Ver.9

対象製品
RC下部工の設計計算 Ver.7
ラーメン橋脚の設計計算 Ver.7

改訂期限
2011.03.31
2011.03.31

価 格
\73,500

●主な改訂内容
・ラーメン橋脚のUC-win/FRAME(3D)データのエクスポートに対応
・固有値解析に対応
改訂期限
価 格
対象製品
震度算出（支承設計） Ver.5

\63,000

2011.03.31

建築杭基礎の設計計算 Ver.2

P
Ver.U

\52,500

▲UC-win/FRAME(3D)
データのエクスポート機能

P
Ver.U

建築基準に準拠した杭基礎・基礎の設計プログラム

逆Ｔ式橋台、重力式橋台の設計計算・図面作成プログラム

価格：\336,000 レンタル \67,200～ Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’10.09.24
’10.09.24リリース
リリース
価格：\157,500 レンタル \31,500～ Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’10.09.27
’10.09.27リリース
リリース
●主な改訂内容
●主な改訂内容
・段差フーチングの拡張 ・地震時動水圧 ・橋座設計の斜角対応
・負の摩擦力検討機能を追加 ・液状化の判定機能を追加 etc
改訂期限
価 格 ▲メイン画面
対象製品
・逆T式橋台のハンチ形状の考慮
改訂期限
価 格
対象製品
▲メイン画面
（橋軸方向段差フーチング）
・任意形状の拡張
橋台の設計 Ver.8
2011.03.31
\63,000
2011.03.31
\42,000
建築杭基礎の設計計算

たて込み簡易土留めの設計計算 Ver.2

P
Ver.U

たて込み簡易土留設計施工指針に基づいた設計計算プログラム
価格：\105,000 レンタル \24,150～ Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’10.09.27
’10.09.27リリース
リリース
●主な改訂内容
・「旧たて込み簡易土留設計施工指針(H18年)」に特殊施工例として記載されている「長尺
管吊り下し時の検討」に対応
改訂期限
価 格
対象製品
・標準部において、撤去時の検討で、
2011.03.31
\26,250
切梁を同時に複数段撤去する場合に対応 たて込み簡易土留めの設計計算
●その他バージョンアップ製品

土留め工の設計 Ver.8

P
Ver.U

Windows2000/XP/Vista/7 対応

’10.09.27リリース
’10.09.27
リリース

慣用設計法及び弾塑性法による土留め工解析・図面作成プログラム
価格：フル機能版 \441,000 レンタル \88,200～ Ver.8 \262,500 レンタル \52,500～
●主な改訂内容
改訂期限
対象製品
・鋼製支保工初期値選定機能
・仮設構造物設計要領 平成19年9月 首都高速道路公団対応 土留め工の設計 Ver.7（フル機能版） 2011.03.31
・控え杭タイロッド土留めの弾塑性法対応
土留め工の設計 Ver.7
2011.03.31

価 格
\73,500
\73,500

改訂期限間近です。ぜひともお急ぎ下さい！

製品名 ／ 価格
BOXカルバートの設計 Ver.9
新規：\315,000、改訂：\42,000

擁壁の設計 Ver.10

出荷開始 改訂期限

製品概要・改訂内容
・門形カルバート：底版張出し無し形状対応 ・外力集計表算出過程の計算書出力
・道路土工改訂対応：従来型カルバートを対象とした改訂項目対応（最大鉄筋量照査、門形カルバートの支持力照査）

'10.04.30

・Ｕ型擁壁のフーチング（張り出し底版）設計（片持ち梁として断面力算定）
・直接基礎安定照査毎の載荷位置自動設定／ 任意指定に対応 ・竪壁天端上の載荷荷重考慮に対応

新規（Standard）：\315,000、（Lite）：\231,000 ・堆積土圧計算方法の選択（盛土／切土）に対応 ・堆積土圧計算時における急斜面勾配の任意指定に対応
改訂（Standard）：\63,000、（Lite）：\52,500
・杭頭カットオフ照査の許容せん断力算出時の軸方向圧縮力の有無に対応

'10.10.31
'10.04.14

・３D配筋シミュレーション機能対応 ・Ver.10.02.00にて、道路土工改訂に対応予定（保守サポートユーザ様 無償対応予定）

キャンペーン情報（2010年9月１日～2010年10月３0日）
評価要望ページキャンペーン 2010 Summer
この度、さらに便利で使いやすく高機能な製品、技術サービスをめざし、ユーザのみなさまから広くご意見・ご要望を承ることで、より高品質な製品や充実したサービスをご提供させて頂きた
く、現状のソフトウェア製品に対するご意見はもとより、新規に開発を期待するプログラムへのご要望、当社の各種サービスに対するご意見についてもお寄せ下さい。今後の企画の参考とさ
せていただきます。ユーザ情報ページにて、製品に関する評価・ご要望をお送りいただくと、もれなく、「FORUM8オリジナル図書カード500」とFPBポイント1000をプレゼント！

xpswmm 2010 リリース記念キャンペーン

UC-win/Road Ver.5 リリースキャンペーン
UC-win/Road Ver.5リリースを記念し、VRデータ作成サービスを10％OFFでご利用いた
だけます。また同時にUC-win/Roadのライセンスをご購入いただくと、ソフトウェアを20％
OFFの特別価格でご購入いただけます。

新製品ダブルポイントキャンペーン
3ヶ月以内にリリースした新製品をご購入いただく際、FPBをダブルポイントで付与いたし
ます。

xpswmm 2010新規購入の際、改定新価格のさらに10%OFFでご購入いただけます。

中国語版UC-win/Road入門書記念キャンペーン
中国語版UC-win/Roadを25%OFFでご購入いただけます。
さらに、中国語版UC-win/Road入門書をプレゼント！また、既存ユーザを対象に旧版改
訂価格を20%OFFでご提供いたします。

キャンペーン情報（2010年3月30日～2010年11月３0日）
FORUM8デザインフェスティバル開催記念DVDプレゼント
FORUM8電子メールサービス登録キャンペーン
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
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FORUM8電子メールサービスの配信を登録いただいた方に、「FORUM8オリジナル図書カード
500」を毎月抽選で100名様にプレゼント！（登録後3ヶ月間継続を条件）
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

