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新製品・バージョンアップ製品

建築杭基礎の設計計算 Ver.3

P
Ver.U

擁壁の設計 Ver.12.3

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 片持梁式､U型､重力式､もたれ式､任意形状
価格：\157,500 レンタル：\31,500～
擁壁の設計計算、図面作成プログラム
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’12.9.18 リリース
●主な改訂内容
・基礎スラブの設計機能を追加
・他ファイルより、登録データの追加読み込み機能を追加
・登録既製杭データの選択に対応。
（PHC杭、SC杭、PHC+SC杭、PRC杭）
対象製品
建築杭基礎の設計計算 Ver.2

改訂期限
'13.03.31

価格
\42,000

価格：Advanced \367,500 レンタル：\73,500～ 無償
Standard \294,000 レンタル：\58,800～ リビジョンアップ！
Lite \210,000 レンタル：\42,000～
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’12.9.27 リリース
●主な改訂内容
・道路土工 擁壁工指針（平成24年7月）に対応
・適用基準に「土工指針(H24)」を追加。従来の「土工指針
(H11)」として選択可能
・せん断応力度照査の拡張
・もたれ式・ブロック積み擁壁の拡張
・試行くさび法による土圧計算の拡張
・最大鉄筋量の照査に対応
・杭基礎に、鋼管ソイルセメント杭，SC杭，SC+PHC杭，回
転杭に対応（Advanced版）

BOXカルバートの設計
(下水道耐震) Ver.7

P
Ver.U

｢下水道基準｣に準拠したBOXカルバートの耐震設計プログラム
価格：\262,500 レンタル：\52,500～
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’12.9.28 リリース
●主な改訂内容
・3連ボックスカルバートに対応
・マンホールと矩形きょ本体の接続部の検討に対応
・矩形きょと矩形きょの継手部の検討に対応
・道路橋示方書（平成24年3月）への対応
・せん断耐力算出時の準拠基準スイッチを追加
対象製品
BOXカルバートの設計
（下水道耐震） Ver.6

改訂期限

価格

'13.03.31

\73,500

▲地盤柱状図

▲メイン画面

揚排水機場の設計計算

NEW

｢河川構造物の耐震性能照査指針(H24)｣に準拠し､
揚排水機場の設計計算を行うプログラム
価格：\525,000 レンタル：\105,000～
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’12.10.5 リリース
●製品概要
本製品は、河川構造物の耐震性能照査指針・解説 Ｖ揚排
水機場編 平成24年2月に準拠し、揚排水機場の設計計算
を行うプログラムです。

設計成果チェック支援システム 3次元鋼管矢板基礎の設計計算
Ver.2(平成24年道示対応版) Ver.UP (連結鋼管矢板対応)
P
Ver.U
『土木構造物の設計において重大な瑕疵が有るか否かのチェッ Ver.4(平成24年道示対応版)
クを正確かつ短時間で実現する』ことを目的とした支援システム

価格：\1,260,000 レンタル：\252,000～
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’12.10.9 リリース
●主な改訂内容
・平成24年道路橋示方書対応、平成14年道路橋示方書カス
タマイズに1製品で対応
・平成24年道示改定対応（SystemA、C、D）
・平成14年道示、新材質対応カスタマイズ版（SystemC、D）
対象製品
設計成果チェック支援システム

▲メイン画面

▲骨組解析結果画面

●その他バージョンアップ製品

改訂期限
'13.04.30

価格
\157,500

設計成果チェック支援システム土工ABセット '13.04.30

\73,500

設計成果チェック支援システム橋梁ACDセット '13.04.30

\126,000

●主な改訂内容
・道路橋示方書・同解説（平成24年3月）に対応
対象製品
3次元鋼管矢板基礎の設計計算
（連結鋼管矢板対応） Ver.2

改訂期限

価格

'13.04.30

\84,000

※Ver.3は欠番です。

出荷開始 改訂期限

製品概要・改訂内容

UC-win/Road Ver.7
Driving Sim \1,260,000
Standard
\609,000
Driving Sim \157,500
Standard
\84,000

VR-Cloud® Ver.３
新規：Collaboration
\525,000
Standard/Flash Version \315,000
改訂：\31,500

プラント基礎の設計

価格：\735,000 レンタル：\147,000～
Windows2000/XP/Vista/7 対応 ’12.10.11 リリース

改訂期限間近です。ぜひともお急ぎ下さい！

製品名 ／ 価格
新規：Ultimate \1,575,000
Advanced \945,000
改訂：Ultimate \157,500
Advanced \84,000

鋼管矢板井筒基礎の設計を支援するプログラム

新規：\525,000 特別価格：\262,500

擁壁の設計 Ver.12

Advanced 新規：\367,500
Standard 新規：\294,000 改訂：\73,500
Lite
新規：\210,000 改訂：\52,500

BOXカルバートの設計 Ver.11
新規：\315,000 改訂：\73,500

レベル2地震時照査オプション Ver.2
新規：\105,000 改訂：\42,000

電子納品支援ツール （電気通信設備対応） Ver.9
新規：\84,000 改訂：\42,000

・クラスターオプション（有償オプション）：複数台のPCを同期させ、多くのモニタに映像出力可能なシステム。
モニタの数の影響を受けず、一定のパフォーマンスを発揮
・3Dモデル出力プラグイン（有償オプション）：地形や3Dモデル、道路、樹木等を3ds形式でファイル出力する
プラグイン
・オフロード機能：歩道や法面、道路外の地形上を自由に走行できるオフロード機能を実装
・xpswmmプラグイン拡張：津波や洪水のシミュレーション結果のプレゼンテーション機能を強化
・ATI製ビデオカード対応 ・空のレンダリング改善
・Sidraプラグイン：交差点設計ソフトウェアSidraの最新版（Sidra Intersection 5.1）の設計データインポート
・CarSim連携時の機能拡張：路面摩擦係数μの設定値を用いた車両運動シミュレーションに対応
・オーディオの対応(PC、Android両クライアントのオーディオストリーミングに対応)
・ディスカッションのリスト表示、カテゴリー分けに対応
・インラインヘルプに対応(埋込型のインラインヘルプを実装。メニューからオンオフに対応)
・IMEの改善(日本語、中国語、韓国語に対応)

'12.04.12

'12.10.31

'12.04.25

'12.10.31

・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

'12.04.09

'12.10.31

・U型擁壁において、側壁片持ち梁照査、Bタイプに対応 ・安定照査毎の浮力指定に対応
・堆積土砂に対する防護柵照査に対応 ・修正物部岡部法採用時の見かけの震度に対応
・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

‘12.04.02 '12.10.31

※AndroidはGoogle Inc. の商標または登録商標です。

・任意活荷重において等分布荷重の入力を追加
・表層地盤の固有周期Tsの算出においてTGに乗じる係数の直接入力に対応
・設計要領（NEXCO）の土圧軽減ボックスカルバートについて、1～3連ボックスカルバートの断面方向の検討
に対応 ・地震時検討(NEXCO)の場合、底面より上の多層地盤に対応
・常時、レベル1地震時の曲げ応力度照査において、端部とハンチ端の同時照査に対応
・内空活荷重を載荷しないケース検討に対応 ・詳細計算書において、任意死荷重の荷重図出力に対応
・レベル2地震時照査オプション機能(地盤変位を強制変位としてモデル化できるよう対応)
・対応基準の追加
・国土交通省 土木設計業務等の電子納品等要領 電気通信設備編 平成22年09月
・国土交通省 工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 平成22年09月
・国土交通省 CAD製図基準 電気通信設備編 平成22年09月
・国土交通省 デジタル写真管理情報基準 平成22年09月
・農林水産省 電子化写真データの電子納品要領(案) 平成23年03月

'12.04.02

'12.10.31

'12.04.26

'12.10.31

※社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

キャンペーン情報（2012年９月1日～2012年１０月3１日）
マルチセット価格キャンペーン
いずれかのセットをお持ちのユーザ様が対象となります。所有されているセット以外のフルセットを購入される場合、またはフルセット補完製品を購入される場合に35％OFFとなります

新製品保守サポート1年無償キャンペーン
リリース後1年以内の新製品を、25％OFFの価格でご提供いたします。また、保守契約価格を1年無償とさせていただきます。（新バージョン製品は対象外となります）

新規購入マルチライセンス保守サポート1年無償キャンペーン
新規にライセンスを追加購入いただくと、マルチライセンス（同一製品の複数ライセンス）を35％OFFの価格でご提供いたします。また、保守契約価格を1年無償とさせていただきます。

最新情報はホームページをご覧下さい。
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