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新製品・バージョンアップ製品

アーチカルバートの設計計算

NEW

置換基礎の設計計算

圧密沈下の計算 Ver.7

NEW

P
Ver.U

アーチカルバートの断面方向、
縦方向の設計を支援するプログラム

擁壁､橋台等に設置する置換基礎
自然圧密・各種対策工法に対応した圧密沈下プログラム
(置換えコンクリート,置換え土)の安定計算､圧密沈下の検討 価格：\231,000 レンタル：\46,200～ Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’12.1.4リリース

価格：\126,000 レンタル：\25,200～
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’11.12.27リリース
●プログラム概要
本製品は、「道路土工カ
ルバート工指針(平成21
年度版)(社) 日本道路協
会」を参考としたアーチカ
ルバートの横断方向、縦
断方向の断面力算出およ
び断面照査を行うプログ
▲ メイン画面
ラムです。

価格：\84,000 レンタル：\19,320～
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’11.12.22リリース
●プログラム概要
本製品は、置換工法によ
り軟弱土を良質な土に置
き換える工法（置換え土）
、基礎地盤の一部をコン
クリートで置き換える工法
（置換えコンクリート）に対
応した製品です。

FRAMEマネージャ Ver.3

VR-Cloud(R) Ver.2

P
Ver.U

面内面外活荷重骨組み解析プログラム 価格：\294,000

FRAME（面内） Ver.3

●主な改訂内容
・双曲線法に対応 ・SXF生成ツールおよびモデル作成補助ツールに対応
・任意形状の盛土入力に対応 ・地盤解析用地形データファイル（拡張子GF1）に対応
改訂期限

価格

'12.07.31

\63,000

仮設構台の設計 Ver.5

P
Ver.U

「構台」「路面覆工」及び「仮桟橋」の設計計算・図面作成プログラム

▲ メイン画面

P
Ver.U

サーバ上でUC-win/Roadを実行させ、Webブラウザ上で遠隔操作
ビデオストリーミングだけでなくインタラクティブなリアルタイムVRを提供

価格：Collaboration \525,000 Standard \315,000
Flash Version \315,000 ’11.12.26リリース
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’11.12.26リリース
●主な改訂内容
●主な改訂内容
・WindowsVista/7に対応 ・荷重の正負を反転させた荷重ケースの生成機能 ・レイテンシーの改善 ・サーバへのデータの要求から受信までの速さが
・入力データ出力の構造図に支点、分布バネ図示機能
Version1.1よりさらに高速化 ・各クライアントにそれぞれビデオをエンコ
・入出力インターフェースの改善（読み込みボタン追加、入力一般事項出力など） ードする機能の追加 ・マウスホイール操作の実装、ズームイン・アウト
・ファイルの保存方法を簡素化、Viewerモードでのデータ編集警告に対応 操作性向上 ・新しい空のレンダリングオプション、テクスチャの球面マッ
対象製品
改訂期限
価格
ピングに対応 ・インストーラの軽量化及び高速化 ・ログ書き出し、アク
セスやエラーログ機能を追加 ・3D掲示板及び注釈の新しい保存サー
'12.06.30 \105,000
FRAMEマネージャ Ver.2
バシステム ・3D掲示板及び注釈の設定の簡易化と統合
\73,500
FRAME（面内） Ver.2
'12.06.30

価格：\262,500 レンタル：\52,500～ Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’12.1.4リリース
●主な改訂内容
・活荷重扱いの群集荷重に対応 ・覆工板種類に現行のメトロデッキを追加
・フランジ固定間距離の算定方法の追加 ・クローラクレーン載荷向きの任意指定に対応など

任意形平面骨組の面内解析プログラム 価格：\168,000

●その他バージョンアップ製品

対象製品
圧密沈下の計算 Ver.6

対象製品

改訂期限

価格

仮設構台の設計 Ver.4

'12.07.31

\73,500

擁壁の設計(韓国基準/日本語版)

NEW

片持梁式､U型､重力式､もたれ式､任意形状擁壁の設計計算､図面作成プログラム
価格：\315,000 レンタル：\63,000～
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’11.12.20リリース
●プログラム概要
本製品は、「擁壁の設計」の韓
国基準に対応した製品です。
▲側面形状

改訂期限間近です。ぜひともお急ぎ下さい！

製品名 ／ 価格
UC-win/FRAME（3D）
動的非線形解析オプション Ver.5.1

出荷開始 改訂期限

製品概要・改訂内容
改訂：\42,000

・ばね要素の非線形特性（ばね特性）に「BMR(CD)ダンパー」を追加

落橋防止システムの設計計算 Ver.2

・落橋防止工法を追加 ・鋼製ブラケットの縁端拡幅アンカーボルトの任意配置に対応
●プログラム概要
・アンカー筋せん断照査において、全鉄筋量照査に対応
新規：\42,000 改訂：\21,000
本製品は、新設設計を

対象とし、重力式、扶壁
・材料に透光性遮音板の追加 ・任意荷重の載荷機能 及び 風荷重載荷範囲の調節機能
新規：\105,000 改訂：\42,000
式、突形式に対応した
・落下防止索の安定照査 ・直接基礎が地表面より上に突出する場合の対応
防潮堤の設計計算プロ
・横断方向の構造計算（常時、施工時の検討）に対応
パイプラインの計算 Ver.2
グラムです。

遮音壁の設計計算 Ver.2

'11.07.27

'12.1.31

'11.07.22

'12.1.31

'11.07.05

'12.1.31

新規：\84,000 改訂：\31,500

・液状化の判定に対応

'11.07.15

'12.1.31

新規：\84,000 改訂：\42,000

・対応基準の追加 ・国交省 H23.04.13 までの正誤表に対応
・ツリービューで選択中のノードに対して可能な操作をナビゲーションパネルに表示する機能を追加

'11.07.05

'12.1.31

・切梁式土留め（両壁）、アンカー式土留めの外的安定性の検討（円弧すべり）に対応
・切梁式土留めでの30度60度隅火打ち（図面作成含む）に対応
・タイロッド式土留めで、タイロッド間隔と控え杭間隔が異なる場合（図面作成含む）に対応
・アンカー軸力分担幅と腹起し設計スパンが異なる場合の計算に対応
・登録断面について全て応力度照査を行う機能を追加

'11.08.23

'12.2.29

・降雨強度式に複数指定した場合の2式合成式に対応
・浸透施設において「雨水浸透効果の概算方法（簡便法） 流出抑制効果」の計算に対応
・浸透施設において大型貯留槽の入力、設計浸透量の計算に対応
・浸透施設において各浸透施設の詳細入力、設計浸透量の計算に対応
・貯留施設において洪水調節方式にピークカット方式の計算に対応

'11.08.22

'12.2.29

電子納品支援ツール Ver.11
土留め工の設計 Ver.9（フル機能版）
新規：\441,000 改訂：\73,500

土留め工の設計 Ver.9
新規：\262,500 改訂：\73,500

調節池・調整池の計算 Ver.3
新規：\189,000 改訂：\42,000

キャンペーン情報（2011年9月1日～201２年2月２９日）
保守契約新価格ユーザ様限定特典
2011年9月1日より、保守契約費用を改定実施しておりますが、保守サポートサービスの拡張、ご要望への対応、限定特典を下記の通り実施いたします。
■ 特典1 ： UC-1 for SaaSへ乗り換え50％OFF
■ 特典2 ： 保守サポートユーザ必携ツール50％OFF
保守期間内に同製品のSaaS版へ乗り換える場合は、保守期間内は
NetUPDATE Ver.3、F8DocServ2製品を、50％OFFの特典価格で提供いたします。
製品価格の50％OFF価格を適用いたします。（ただし保守新価格に適用）

キャンペーン情報（2012年1月1日～2012年2月29日）
保守契約延長キャンペーン
保守契約延長を最大15％OFFでご契約いただけます。 ■ 1年延長：10％OFF

■ 2・3年延長：15％OFF

キャンペーン情報（201２年1月1日～2012年2月29日）
Engineer's Studio(R) Ver.1.7リリースキャンペーン
Engineer's Studio(R) Ver.1.7リリースを記念して、製品価格より25％OFFいたします。

キャンペーン情報（201２年1月1日～2012年2月29日）
レンタルライセンスキャンペーン
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。■～１ヶ月レンタル：10％OFF

■～２ヶ月レンタル：15％OFF ■～３ヶ月以上レンタル：20％OFF

キャンペーン情報（201２年1月1日～2012年2月29日）
リバイバルキャンペーン
旧版保有ユーザ様であれば、どのバージョンからでも、最新版を30％OFFで購入いただけます。

キャンペーン情報（2011年10月1日～2012年2月29日）
6Kクラスタサイネージ発売記念キャンペーン
6画面クラスタサイネージの発売を記念し、「スパコンクラウド（TM）」サービス価格を50％OFFでご提供いたします。

最新情報はホームページをご覧下さい。
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