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新製品・バージョンアップ製品

UC-win/Road Ver.７

VR-Drive

P
Ver.U

NEW

UC-win/Roadで作成されたデータの読み込み、シナリオに沿った運転シミュレーションが可能。
ECOドライブ プラグインでCO2排出に関する評価が可能。

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 Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’12.4.12 リリース
●主な改訂内容
▲ オフロード走行のイメージ図
・クラスターオプション（有償オプション）
・3Dモデル出力プラグイン（有償オプション）
・オフロード機能 ・xpswmmプラグイン拡張
・ATI製ビデオカード対応 ・Sidraプラグイン
・空のレンダリング改善 ・CarSim連携時の機能拡張

価格：\63,000 レンタル：\14,490～ ’12.3.21リリース
●プログラム概要
VR-Driveは、多くのユーザに導入しやすい形で、
UC-win/Roadの運転シミュレーションを体験していた
だくことを目的とした製品です。自動車教習所や教育
機関等での教材として、または展示会やセミナーに ▲コース選択
おける展示用として用いることを想定しています。

▲ 津波水面の反射

プラント基礎の設計

ステアリングシステム▲

UC-Drawツールズ Plant Foundation（プラント基礎） NEW

NEW

高圧ガス設備等耐震設計指針を参考としたプラント基礎の設計・図面作成プログラム

プラント基礎の配筋図CADプログラム

価格：\525,000 レンタル：\105,000～ WindowsXP/Vista/7 対応 ’12.4.9リリース
●プログラム概要
本プログラムは、高圧ガス
設備等耐震設計指針を参
考とした耐震設計構造物の
レベル1地震動、レベル2地
震動(設備)の耐震照査を行
うプログラムです。

価格：\231,000 レンタル：\46,200～ Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’12.4.18リリース
●プログラム概要
UC-Drawツールズ（Plant
Foundation）は、プラント基
礎の配筋図・加工図・鉄筋
表などの図面を一括自動
▲かぶり
生成するためのプログラム
▲3D配筋ビューア
でです。

▲ メイン画面

▲ 図面確認画面

電子納品支援ツール Ver.12 Ver.UP 橋脚の設計 Ver.10

▲メイン画面

P
Ver.U

擁壁の設計 Ver.12

土木設計業務／工事完成図書 電子納品支援ツール 価格：\367,500 レンタル：\73,500～

Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’12.3.26リリース
価格：\84,000 レンタル：\19,320～
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’12.3.13リリース ●主な改訂内容
●主な改訂内容
・平成24年2月16日に国土交通省より通知された
・管理項目入力中のリアルタイムエラーチェック
道路橋示方書の条文に対応
機能を追加
・柱の設計（レベル2照査）において、計算速度と
・電子納品支援ツール for SaaSのデータインポ
精度の設定に対応
ートウィザードを追加
・柱の設計（レベル2照査）において、せん断破壊型
・国交省正誤表等変更に対応
かつ弾性応答となる場合の終局位置の判定方法を拡

対象製品

改訂期限

価格

対象製品

改訂期限

価格

擁壁の設計 Ver.11 Standard

電子納品支援ツール Ver.11

'12.09.30

\42,000

橋脚の設計 Ver.9

'12.11.30

\84,000

擁壁の設計 Ver.11 Lite

改訂期限

価格

'12.09.30

\73,500
\52,500

対象製品

改訂期限

価格

BOXカルバートの設計 Ver.10 '12.09.30 \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
斜面の安定計算 Ver.9（対策工対応）

出荷開始 改訂期限

製品概要・改訂内容

新規：\336,000 改訂：\63,000

斜面の安定計算 Ver.9
新規：\262,500 改訂：\63,000

マンホールの設計 Ver.3

BOXカルバートの設計 Ver.11 Ver.UP

価格：Standard \315,000 Lite \231,000 レンタル：Standard \63,000～ 価格：\315,000 レンタル：\63,000～
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’12.4.2リリース
Lite \46,200～ Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’12.4.2リリース
●主な改訂内容
●主な改訂内容
・土圧軽減(NEXCO)対応
・U型擁壁において、側壁片持ち梁照査、Bタイプに対応
・地震時検討(NEXCO)の多層地盤対応
・安定照査毎の浮力指定に対応
・端部とハンチ端の曲げ応力度同時照査
・堆積土砂に対する防護柵照査に対応
・内空活荷重ケースの組合せ拡張
・修正物部岡部法採用時の見かけの震度に対応
・分布活荷重入力
・U型擁壁の突起設定に対応
・竪壁が傾斜するタイプの鉄筋量算出時に傾斜考慮に対応 ・計算書出力書式の改善
・レベル２地震時の強制変位による方法

対象製品

●その他バージョンアップ製品

P
Ver.U

新規：\220,500 改訂：\63,000

震度算出（支承設計）Ver.7
新規：\231,000 改訂：\73,500

・地盤の動的有効応力解析UWLCの等価加速度波形に連携
（NEXCO地震時の安定計算（ニューマーク法）に対応）
・ニューマーク法における地震動の方向正負の同時計算に対応
・地震時の場合に常時・地震時両ケースの同時印刷に対応
・震度法における設計水平震度の自動計算に対応
・杭工の設計を任意すべり以外に、円弧すべりで行えるように機能拡張

'11.10.31

'12.4.30

・中壁のある形状に対応 ・開口計算モデルの平板解析の支持条件4種選択、単純梁に拡張
・頂版の支持条件3種に拡張 ・地震時の液状化を考慮した浮き上がりの検討に対応
・レベル1の液状化の判定に対応 ・地盤変形係数E0の自動設定に対応
・スターラップの計算書計算式出力に対応 ・頂底版平面図作成での帯鉄筋作図に対応
・頂版・底版組立筋の形状に応じた上面図・下面図への作図に対応

'11.11.01

'12.4.30

・橋梁モデルの解析にて、分担重量の算定方法を追加
・ブロック単位での結果を下部構造プロダクト側へ連動できるように拡張
・下部工形状入力「梁幅≧柱幅」「柱幅＞梁幅」で作成された橋脚について、保耐法照査を追加
・「設計要領第二集 橋梁保全編 平成23年7月」（NEXCO）の記述による、ゴム支承の回転機能の照査に対応
・「解析データ出力」レベル1／レベル2の出力設定を追加
・上部構造形状入力「骨組直接入力」にて、上部構造の部材ごとの材質指定に対応
・下部工形状入力で段差フーチングに対応 ・架け違い段差形状のモデル化方法の指定を追加
・1基下部構造計算モデル橋軸直角方向分担重量自動算定時に隣接上部構造重量を使用できるよう拡張
・F3Dエクスポート：免震支承のバイリニア算定過程出力機能を追加。要素エクスポート形式拡張を拡張
・設計水平震度の標準値および固有周期の表示桁数の拡張

'11.11.30

'12.5.31

キャンペーン情報（2012年4月1日～2012年4月30日）
電子メールサービス登録キャンペーン
ユーザ情報ページにて、メールアドレスをご登録・追加いただいた方に、FPB500ポイントを進呈いたします。（1名様・ニュース配信可能なアドレスに限ります）

キャンペーン情報（2012年3月1日～201２年4月30日）
マルチライセンスキャンペーン
追加ライセンスの新規購入の場合、新道示対応製品をはじめUC-win/UC-1など当社製品を35％OFFで購入いただけます。

トレードアップキャンペーン
新道示対応製品をはじめ、UC-win/UC-1など当社製品にあたる他社製品をお持ちの場合、30％OFFで製品を購入いただけます。

オプションキャンペーン
新道示対応製品をはじめUC-win/UC-1など当社製品オプションを新規購入の場合、30％OFFでオプション製品を購入いただけます。

ファイナンスサポートキャンペーン
“分割払い手数料今なら半額“ 当社製品をはじめ各種AP、ハードウェア等含め購入時にお申し込み下さい。

FPBポイントアップキャンペーン
総合メールニュース、プロダクトニュース、キャンペーンニュース等のメールニュースの指定箇所をクリックでFPBポイント（製品購入限定）をゲット。

バージョンアップセンター限定

VCユーザキャンペーン

新道示対応製品をはじめ、UC-win/UC-1などバージョンアップ、保守契約をオンラインで購入の場合、5％OFFで製品を購入いただけます。

最新情報はホームページをご覧下さい。
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