技術サービス・サポート

出版書籍
ICTグローバルコラボレーションの薦め

都市の洪水リスク解析

これからのグローバルビジネスを成功させ
るための指針を、川村氏自身の豊富な経験
談とともに展開。ICTによりイノベーションに
挑むビジネスマンの必読書。
■著者 ： 川村 敏郎
（株式会社コラボ・ビジネス・コンサル
ティング代表、元NEC副社長)
■発行 ： 2014年11月25日 ■価格：\890
■出版社 ： フォーラムエイト パブリッシング

洪水リスクアセスメントの考え方について、
その基本的な理論や手法から、マクロ・ミク
ロ解析によるリスク評価への応用、将来的
な展望までをわかりやすく解説。
■著者 ： 守田 優
（芝浦工業大学 工学部
土木工学科 教授)
■発行 ： 2014年11月25日 ■価格 ： \2,800
■出版社 ： フォーラムエイト パブリッシング

新版 地盤FEM解析入門

都市の地震防災 ～地震・耐震・津波・減災を学ぶ～

地盤FEM解析に関する豊富な経験と研究実績に裏
付けられた地盤解析入門書。地盤FEM解析の基礎
理論、モデリング技術を整理し、多様な解析実例に
ついて、FEM解析による問題解決のプロセスと結果
をわかりやすく解説した地盤技術者必携の一冊。
■監修 ： 鵜飼 恵三
（元日本地すべり学会会長、群馬大学教授）
■著者 ： 蔡 飛（群馬大学助教）
■発行 ： 2013年9月19日 ■価格 ： \3,800
■出版社 ： フォーラムエイト パブリッシング

都市防災技術を網羅し、豊富な写真・図解でわかり
やすく解説。地震工学、耐震工学、津波工学、関連す
る都市防災など、初 『都市の地震防災』Reader’s Site
学者・エンジニアを
jishin-bosai.org
対 象 と した 俯 瞰 的
公開中！
な教科書・手引書。
■編著者：吉川 弘道（東京都市大学 教授）
■著者 ：矢代 晴実・福島 誠一郎・大峰 秀人・羽田 誠
■発行 ：2012年4月15日 ■価格：\3,000
■出版社：フォーラムエイト パブリッシング

Androidプログラミング入門

先端グラフィックス言語入門

Linux環境におけるスマートフォンアプリ
開発の基礎と3DVRアプリプログラミング

プログラミングの経験のある土木建築エンジニアが、
グラフィックス・プログラミング、並列プログラミングを学
ぶ入門書。UC-win/RoadのSDK（開発キット）を活用し
たVRのOpenGLプログラミングから、先端の並列グラ
フィック言語CUDAの応用まで、わかりやすく解説！

Androidアプリ開発の基礎と、VR-Cloud®クライアントの
Androidアプリ構築プログラミングを、豊富な実例をもとに学ぶ
■特別付録DVD
電子書籍版（PDF形式）/サンプルプログラム収録
■著者：フォーラムエイト ■発行：2012年11月23日
■価格：\1,500
■出版社：フォーラムエイト パブリッシング

― 減災からリスクマネジメントへ ―

■著者 ：エドウィン・R・ガリア 氏
■発行 ：2014年11月25日
■価格 ：\3,800
■出版社 ：フォーラムエイト パブリッシング

■特別付録DVD／電子書籍版／
LibreOffice3.6／テンプレート集 他

■著者 ：フォーラムエイト
■発行 ：2012年9月19日
■価格 ：\1,500
■出版社：フォーラムエイト
パブリッシング

～Open GL Ver.4 & CUDA～

VRプレゼンテーションと新しい街づくり
巻頭インタビュー 安藤忠雄氏特別寄稿
VRプレゼンテーションの活用事例
著：福田 知弘 / 関 文夫 他
Ver.3.4体験版収録
■価格：\3,800
■出版社：エクスナレッジ刊
■160ページ オールカラー
■発行：2008年11月19日

数値シミュレーションで考える構造解析

「できる！使える！バーチャルリアリティ」
― ３次元VRの街づくり－UC-win/Road入門

― ソフトで学ぶ非線形解析と応答解析 ―

プログラミング経験の少ない土木建築エンジニ
ア向けの、Delphiによるプログラミング入門書。付
属DVD-ROMに収録のサンプルプログラムや豊
富な実例により、SDK（開発キット）を活用したプ
ログラミングの方法をわかりやすく丁寧に解説！
■著者：フォーラムエイト/小林佳弘/福田知弘
Kostas Terzidis/楢原太郎/広重登
■発行：2010年11月19日 ■価格：\2,800
■出版社：日経BP社

エンジニアのためのLibreOffice入門
エンジニアのためのITリテラシーとして
オフィスソフトと関連情報知識を学ぶ

■著者：安福健祐（大阪大学サイバーメディアセンター助教）
FORUM8 VR開発グループ
■発行：2011年11月16日 ■価格：\3,480
■出版社：フォーラムエイトパブリッシング

― Delphiで学ぶVR、構造解析のSDK活用プログラミング ―

― 緊急時、災害時の人間行動と欧州文化相互調査 ―

避難解析研究の世界的権威である
エドウイン・ガリア氏（英国グリニッジ
大学教授）編著書の日本語翻訳版に
増補して、専門家による避難行動に
ついての日本国内研究事例を紹介。

■特別付録DVD／電子書籍版／サンプルプログラム

土木建築エンジニアのプログラミング入門

行動、安全、文化「BeSeCu」

構造解析の基礎から実構造物に対するパ
ラメトリックシミュレーションまで幅広い検討
事例を分かりやすく解説！ファイバー要素を
用いた先進の解析事例を豊富に収録！

UC-win/Roadの概要からデータの作
成方法やシュミレーション方法などを
分かりやすく解説した入門書です。

■価格：\2800
■出版社 ： 建通新聞社
■発行 ： 2009年11月18日
■220ページ／オールカラー

■価格：\3,790
■出版社：建通新聞社刊
■監修：関西大学総合情報学部
田中 成典 教授

2015年11月19日発刊予定書籍
NEW フォーラムエイト デザインフェスティバル2015
にて出版披露パーティ実施

『都市の環境アセスメント（仮）』
NPO地域づくり工房 代表

傘木 宏夫 氏

Ver.3.2 Trial version CD同梱

『VRで学ぶ道路工学・舗装工学（仮）』
道路･舗装技術研究協会理事長

稲垣 竜興 氏

ホームページサービス
UC-1・UC-winシリーズ製品は、
電話、
FAX、
電子メールでの受付と合わせてホームページでの製品サポートと連携した迅速なサポートサービスを提供しています。
技術的なご
質問・ご相談についても、
開発スタッフ、
技術スタッフ、
営業スタッフが連携して、
製品に直結した対応を行っています。

ユーザ情報ページ

製品ユーザ

https://www2.forum8.co.jp/scripts/f8uinf.dll/login
*Tech（サポート）サイト、Oeder（製品購入）サイトからリンクしています。

E-mail
FAX・電話

ご利用可能なサービス
フォーラムエイト
ホームページ

問い合わせ窓口
サポートセンタ

Ｑ＆Ａ集、ＦＡＱ
バージョン履歴表、
差分ファイルダウンロード
製品ダウンロード

技術

開発

営業窓口

フォーラムエイト全製品のサポートは、電子メール、ＦＡＸで受付しています。
電話テクニカルサポート（サポート期間内無償、フリーダイヤル）は、
ライセンスユーザに直接お知らせしています。
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▼

●サポート窓口：E-Mail ic@forum8.co.jp
FAX 0985-55-3027

▼トップページ

●製品評価要望
登録されているライセンスの製品評価要望受付。
頂いたご要望に対する回答を表示。
●登録情報
●ライセンス情報
●御見積書作成
フォーラムエイト製品のインターネット
特別価格御見積書作成。
●登録情報変更
●パスワード変更
●ダウンロード
リビジョンアップ製品のダウンロード。

見積書表示画面

◉◉ メールニュース配信中！
フォーラムエイトの出版部門であるFORUM8◉Publishingでは、
メールニュースの
配信も行っています。
メールサービスはフォーラムエイトのHPからも申し込み可
能です。
（ホーム＞サポート＞電子メールサービス）
。
今後もよりいっそう内容の充実を図っていく予定ですので、
ぜひご購読ください。

