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鉄骨ＣＡＤを生かしたＢＩＭソリューション
データ互換による各システムの連携

 AutoCAD・DXF・DWGやJw_cad・SFF等の建築データ、
SXFデータの書き込みも高精度で実現できます。作成した
鉄骨データはIFCや3D DWGに出力できます。建築CADの
多くと鉄骨ＣＡＤで３次元による建物全体の完成イメージの
共有ができます。

高い精度での「データ互換」
「建築IFC」「3D-DWG」に対応

 ビューア機能を使うことで、本シス
テムをインストールしていないパソ
コンでも、3D表示、印刷、コメント付
加などが可能になり、外出先の打合
せ時などで手軽に利用できるように
なります。CADライセンスが不要な
のでコストの削減につながります。

図面データの確認ビューアを提供
3D-DWGのビューアはネットから
ダウンロード可能です。  ６４ビット対応でＯＳ搭載メモリをすべて利用できるよ

うになります。３次元形状の扱いやリアルタイムがスム
ーズに動作できます。
　マルチコアＣＰＵを利用することで、速度向上を目指
します。

作図できるデータ量の拡大
マルチコア CPUに対応

 3次元ウィンドウを、CADウィンド
ウ外に配置できます。例えば、２つ
のディスプレイを利用して、１つには
平面・立面、もう１つには3次元を大
きく表示することで、取り合いや細
部の確認がスムーズにできます。

3次元のマルチ表示

 建物をどこでも切断でき、任意の
位置で確認ができます。

断面ビューの作成、干渉チェック
 連続的に建物の中を表示し、注目点
を近距離から見ることができます。

３次元表示のウォークスルー タブレットを現場で活用

 ３Ｄ表示は透過度を変え
て半透明にできます。
特に仕口の構成や内ダイ
アは、外側の板を半透明
にすればわかり易くなり
ます。

3D部材の半透明
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3次元ファイル

2次元ファイル
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 どこにいても３Ｄモデルや図面や管理
資料を見ることができます。また、タブ
レットやスマートフォンで参照・加筆が
できます。大量でかさばる紙図面から
解放され、建物のイメージを正しく関係
者で共有できます。

　今は業界の状況も厳しく、簡単に人が増やせない時代です。当社の場合、外注に図面
の作成を依頼することがありますが、そこでも同じS/Fシステムが使われているので同
じデータを利用しています。仕事の量や質・作業の流れに応じて自社と外注先をバラン
スよく使い分け、納期や価格に柔軟に対応しています。また、全体的に使いやすいシス
テムであること、必要な出力がほとんど出てくること、さらに困ったときの丁寧な電話
対応サービスにも満足しています。
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Ｑ： 新しい鉄骨ＣＡＤはいかがですか？
 　　　　

ファブ B社

08387-2-0029
0120-73-1229
http://www.datalogic.co.jp

FAX
TEL
URL
１. ご希望の内容にチェックをしてください。

２. 弊社のどのシステムに興味をもたれましたか？

３．鉄骨ＣＡＤについてどのようにお考えですか？

□ 資料送付希望　   □ 説明にきて欲しい
□ デモンストレーション希望

□更新を検討中 　□導入済み 　□検討中 　□未定

４．ご使用のＣＡＤは何ですか？

□ＲＥＡＬ４ 　□Ｓ／Ｆライナー 　
□他社（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

CADシステム
□ ＲＥＡＬ４施工図システム
□ 図面自動入力
□ ＮＣ穴あけ
□ 汎用ＣＡＤエイリス
□ その他（ 　　　　　　　）

OAシステム
□ 見積積算
□ 最適取合
□ 資材管理
□ 原価管理
□ 進捗管理

フリガナ

お名前

社名

住所  〒

TEL

メールアドレス

FAX

５．どんなシステムが必要ですか？

６．その他、ご質問やご意見、ご感想をお書きください

アンケートにお答えください。 ※必要事項をご記入の上、送信してください。

LAN
インターネット
クラウド

REAL4はすべての建築鉄骨構造を3次元モデルで管理し、
これから鉄骨製作に関する一般図、詳細図、加工図、NCデー
タを自動生成します。S/Fシリーズ導入企業2000社以上、
CAD導入企業1600社以上に利用され、鉄骨建築の製作、
生産管理システムとの連携、コストダウンになる大きな効果
を上げています。

２Ｄ、３Ｄによる情報共有 工作機械とのインターフェース
図面、資料がどこでも見える。３Ｄで建物が見える。 施工図から自動変換はもちろん、

　　　　　　　　　　単独使用でも効率化を達成。



補助線を活用し、直感的かつスムーズにR梁を配置
できます。対応できる物件がさらに広がりました。

自動で作図される図形と別途ＣＡＤ図形を作成し
ておき、それを自由に配置し、出力する際に自動
的にレイアウトができるようになりました。

図面が変更されると、前回出力した図面と違って
いるところは色を変えて表記するので、確認が容
易です。

符号をつける項目が建物内のどの部位なのかを
3Dビューアで確認できます。もちろん従来どおり
2Dでも可能です。

干渉している箇所を一覧で表示します。また項目
クリックで干渉部分の部材の色が変わるため、ひ
と目でわかります。

汎用ＣＡＤコマンドによる編集・文字・その他の修
正・追加などができます。この修正は自動作図に反
映されます。

スロープが簡単に、自由に入力できます。これは軸
組図で入力し、自動的に他の図面に反映します。

補助線を基準にした入力に対応します。補助線が
レイヤに対応し、見易さが維持できます。

パイプなどの変形ダイアフラムを自動的に描き
ます。これは配置画面ですぐに表示します。

■R梁※

■補助線レイヤ設定

■図面編集・作図

■変形ダイアフラム

■干渉チェック

■階を越える梁

■図面比較■レイアウト設定 組合せ ■符号管理３Ｄ

施工図のデータを変換すると、積算の拾い出し画
面にデータが表示され、ロス率・単価を入れると見
積書ができます。後日、受注が決まれば、そのまま
施工図として使えます。

施工図のデータから、建物に必要な部材を定尺材
から取り合います。取合は残材優先や切り寸法な
どの調整、勾配などの機能がそろっています。

施工図のデータを利用して積算はもちろん進捗、
資材管理もでき、生産をスムーズに進められる各
種の機能を搭載できます。

■最適取合■積算・見積 ■資材・進捗管理との連動

通常の形鋼ブレースだけでなく、Ｈ形鋼やパイプ
に対応し、剛継手や十字継手のブレースを自動的
に作ります。配置入力で梁、柱と同時にできます。

■ブレース

寄棟構造の母屋入力、加工指示書を作成し、詳細
図にピースを自動的に描きます。

■母屋・ドーブチ 梁、柱に付く部材や部品を指定または自動計算
で描きます。スリーブは、既製品のハイリング、フ
リードーナツ、ＯＳリングに対応しています。

■二次部材

会社沿革

※工事名称：（仮称）拓殖大学学生寮増築工事 浴室棟
　会社名：竹田鉄工株式会社

アンケート調査結果

新しい技術でより高性能をシンプルに実現します。

　お客様のさまざまな意見に耳を傾けて、積極的に取り組んで進化を遂げてきたＳ／Ｆシリーズ。
これからもファブの夢を実現する３次元施工図システムを進化させてゆきます。

仕口は、設計条件で自動設計するだけでなく、個
別に設定、形状の変更ができ、３次元表示で確認
ができます。

入力中でも３Ｄ表示ができるので、平面で入れたデ
ータがどうなるのかは３次元ですぐにわかります。

継手ガセットを個別にCAD編集が可能です。特殊
な形状のガセットも問題ありません。

柱、梁の躯体寸法、主筋の位置情報を入力するだ
けで、主筋、セパレータ、フープ、幅止め等の各穴
位置を自動計算します。

複雑な勾配もすぐにでき、２点勾配の他、３点勾配
ができます。勾配の指示はビューアで確認できま
す。

パターンを選択するだけで仕口形状を自動設計し
ます。貫通方式や柱、梁プレートの厚さなどを考慮
し、個別に指示することもできます。

■ＳＲＣ仕口

■3Dリアルタイム ■継手編集

■ＳＲＣ２次部材入力

■仕口自動設定

合理的な図面による製作時間の短縮ができます。

平面、立面のどちらかで入力すればす
ぐに処理が行われ、相互に反映されま
す。この時点で３Ｄ表示されますので、
立体で確認し、修正ができます。データ
処理はできていますので、すぐに作図
ができます。

ＩＦＣファイルにより各業種で使っている
３ＤＣＡＤのデータを自由に移動できま
す。ＢＩＭはＩＦＣファイルによって実用化
でき、３次元図形だけでなく、柱、梁の 
どの部材要素も認識できます。

ゼネコンや設計事務所からファイルが
来ると読み込みシステムが自動的に解
釈し、３Ｄで確認できます。この時点で入
力が終わっており、すぐに施工図システ
ムから各種図面や資料が出力されます。

誰でも使える、自動化システムである。
●  操作が覚えやすい、専門家でなくても使える。
●  建築鉄骨を構成する部材などを自動設計する。
●  修正や追加があっても簡単である。
●  生産性の向上を実感できる
●  リードタイム短縮、コスト削減効果が大きい

Ｑ： 何が決め手となってこの商品を購入しましたか。

回答：
■ １． 近くのファブが使っているから。
■ ２． Ｓ／Ｆシリーズのデモを見て、他社より優れているので購入を決めた。
■ ３． 機能の割には安い。
■ ４． いままで、Ｓ／Ｆシリーズの旧バージョンを使っているので、同じほうが良い。
■ ５． いままで使っていた、他社のソフトよりいいから。
■ ６． 電話などのサポートが良い。
■ ７． インストのサポートが良い。
■ ８． ファブ用の色々なソフトが多いから。
■ ９． 長期的に信頼できそうだから。
■ 10． その他 ※S/Fシリーズのアンケートより、重複回答があるため、合計で212％です。
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ＢＩＭ、ＩＦＣ対応

REAL4　64bit対応

ＲＥＡＬ４   ｖ１．０

ユーザー数２０００社を超える

施工図システムの３Ｄ表示

ユーザー数１５００社を突破

Windows版 施工図システム発売

ユーザー数１０００社を突破

インフォメーションセンターを開設

施工図システムの周辺ソフトを発売

施工図システムを発売

建築鉄骨用ソフトの開発、発売

　一番最初に「さらに入力しやすくなったな」と気づきました。入力した次の瞬間、もう
3Dモデルに結果が反映されています。立面図にも即座に反映しますね。しっかり考え
て入力しないといけないような配置でも、ぱっと入力して結果をすぐに360度から確
認できるので、安心して作業できます。他にも、符号管理や図面編集、その他各機能な
ど、多くの箇所が進歩していて驚きました。入力データを積算に連動できることや変更
が容易にできることで、とても使いやすいシステムになっていると感じます。
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Ｑ： 新しい鉄骨ＣＡＤはいかがですか？
 　　　　

ファブ A社

目指しているのは、鉄骨建物を作る標準言語
最も使いやすく、実際の業務で役立つ施工図システムです。

3Dリアルタイム BIMに対応 全自動入力の開発

誰もが手軽に鉄骨３次元パワーを使えます。

■勾配

より使いやすく、より高速に、より多くの構造や事例に対応できます。
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■ ５．いままで使っていた、他社のソフトよりいいから。
■ ６．電話などのサポートが良い。
■ ７．インストのサポートが良い。
■ ８．ファブ用の色々なソフトが多いから。
■ ９．長期的に信頼できそうだから。
■ 10．その他 ※S/Fシリーズのアンケートより、重複回答があるため、合計で213.35％です。
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ＢＩＭ、ＩＦＣ対応

REAL4　64bit対応

ＲＥＡＬ４   ｖ１．０

ユーザー数２０００社を超える

施工図システムの３Ｄ表示

ユーザー数１５００社を突破

Windows版 施工図システム発売

ユーザー数１０００社を突破

インフォメーションセンターを開設

施工図システムの周辺ソフトを発売

施工図システムを発売

建築鉄骨用ソフトの開発、発売

　一番最初に「さらに入力しやすくなったな」と気づきました。入力した次の瞬間、もう
3Dモデルに結果が反映されています。立面図にも即座に反映しますね。しっかり考え
て入力しないといけないような配置でも、ぱっと入力して結果をすぐに360度から確
認できるので、安心して作業できます。他にも、符号管理や図面編集、その他各機能な
ど、多くの箇所が進歩していて驚きました。入力データを積算に連動できることや変更
が容易にできることで、とても使いやすいシステムになっていると感じます。

USER
’S VO

ICE

Ｑ： 新しい鉄骨ＣＡＤはいかがですか？
 　　　　

ファブ A社

目指しているのは、鉄骨建物を作る標準言語
最も使いやすく、実際の業務で役立つ施工図システムです。

3Dリアルタイム BIMに対応 全自動入力の開発

誰もが手軽に鉄骨３次元パワーを使えます。

■勾配

より使いやすく、より高速に、より多くの構造や事例に対応できます。



補助線を活用し、直感的かつスムーズにR梁を配置
できます。対応できる物件がさらに広がりました。

自動で作図される図形と別途ＣＡＤ図形を作成し
ておき、それを自由に配置し、出力する際に自動
的にレイアウトができるようになりました。

図面が変更されると、前回出力した図面と違って
いるところは色を変えて表記するので、確認が容
易です。

符号をつける項目が建物内のどの部位なのかを
3Dビューアで確認できます。もちろん従来どおり
2Dでも可能です。

干渉している箇所を一覧で表示します。また項目
クリックで干渉部分の部材の色が変わるため、ひ
と目でわかります。

汎用ＣＡＤコマンドによる編集・文字・その他の修
正・追加などができます。この修正は自動作図に反
映されます。

スロープが簡単に、自由に入力できます。これは軸
組図で入力し、自動的に他の図面に反映します。

補助線を基準にした入力に対応します。補助線が
レイヤに対応し、見易さが維持できます。

パイプなどの変形ダイアフラムを自動的に描き
ます。これは配置画面ですぐに表示します。

■R梁※

■補助線レイヤ設定

■図面編集・作図

■変形ダイアフラム

■干渉チェック

■階を越える梁

■図面比較■レイアウト設定 組合せ ■符号管理３Ｄ

施工図のデータを変換すると、積算の拾い出し画
面にデータが表示され、ロス率・単価を入れると見
積書ができます。後日、受注が決まれば、そのまま
施工図として使えます。

施工図のデータから、建物に必要な部材を定尺材
から取り合います。取合は残材優先や切り寸法な
どの調整、勾配などの機能がそろっています。

施工図のデータを利用して積算はもちろん進捗、
資材管理もでき、生産をスムーズに進められる各
種の機能を搭載できます。

■最適取合■積算・見積 ■資材・進捗管理との連動

通常の形鋼ブレースだけでなく、Ｈ形鋼やパイプ
に対応し、剛継手や十字継手のブレースを自動的
に作ります。配置入力で梁、柱と同時にできます。

■ブレース

寄棟構造の母屋入力、加工指示書を作成し、詳細
図にピースを自動的に描きます。

■母屋・ドーブチ 梁、柱に付く部材や部品を指定または自動計算
で描きます。スリーブは、既製品のハイリング、フ
リードーナツ、ＯＳリングに対応しています。

■二次部材

会社沿革

※工事名称：（仮称）拓殖大学学生寮増築工事 浴室棟
　会社名：竹田鉄工株式会社

アンケート調査結果

新しい技術でより高性能をシンプルに実現します。

　お客様のさまざまな意見に耳を傾けて、積極的に取り組んで進化を遂げてきたＳ／Ｆシリーズ。
これからもファブの夢を実現する３次元施工図システムを進化させてゆきます。

仕口は、設計条件で自動設計するだけでなく、個
別に設定、形状の変更ができ、３次元表示で確認
ができます。

入力中でも３Ｄ表示ができるので、平面で入れたデ
ータがどうなるのかは３次元ですぐにわかります。

継手ガセットを個別にCAD編集が可能です。特殊
な形状のガセットも問題ありません。

柱、梁の躯体寸法、主筋の位置情報を入力するだ
けで、主筋、セパレータ、フープ、幅止め等の各穴
位置を自動計算します。

複雑な勾配もすぐにでき、２点勾配の他、３点勾配
ができます。勾配の指示はビューアで確認できま
す。
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し、個別に指示することもできます。

■ＳＲＣ仕口

■3Dリアルタイム ■継手編集

■ＳＲＣ２次部材入力

■仕口自動設定
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平面、立面のどちらかで入力すればす
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ＩＦＣファイルにより各業種で使っている
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力が終わっており、すぐに施工図システ
ムから各種図面や資料が出力されます。

誰でも使える、自動化システムである。
●  操作が覚えやすい、専門家でなくても使える。
●  建築鉄骨を構成する部材などを自動設計する。
●  修正や追加があっても簡単である。
●  生産性の向上を実感できる
●  リードタイム短縮、コスト削減効果が大きい

Ｑ： 何が決め手となってこの商品を購入しましたか。

回答：
■ １．近くのファブが使っているから。
■ ２．Ｓ／Ｆシリーズのデモを見て、他社より優れているので購入を決めた。
■ ３．機能の割には安い。
■ ４．いままで、Ｓ／Ｆシリーズの旧バージョンを使っているので、同じほうが良い。
■ ５．いままで使っていた、他社のソフトよりいいから。
■ ６．電話などのサポートが良い。
■ ７．インストのサポートが良い。
■ ８．ファブ用の色々なソフトが多いから。
■ ９．長期的に信頼できそうだから。
■ 10．その他 ※S/Fシリーズのアンケートより、重複回答があるため、合計で213.35％です。
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施工図システムを発売

建築鉄骨用ソフトの開発、発売

　一番最初に「さらに入力しやすくなったな」と気づきました。入力した次の瞬間、もう
3Dモデルに結果が反映されています。立面図にも即座に反映しますね。しっかり考え
て入力しないといけないような配置でも、ぱっと入力して結果をすぐに360度から確
認できるので、安心して作業できます。他にも、符号管理や図面編集、その他各機能な
ど、多くの箇所が進歩していて驚きました。入力データを積算に連動できることや変更
が容易にできることで、とても使いやすいシステムになっていると感じます。
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Ｑ： 新しい鉄骨ＣＡＤはいかがですか？
 　　　　

ファブ A社

目指しているのは、鉄骨建物を作る標準言語
最も使いやすく、実際の業務で役立つ施工図システムです。

3Dリアルタイム BIMに対応 全自動入力の開発

誰もが手軽に鉄骨３次元パワーを使えます。

■勾配

より使いやすく、より高速に、より多くの構造や事例に対応できます。



鉄骨建築は、専用ＣＡＤがつくる

詳しく知りたい 方、お 問 合わせなどは下 記 の 方 法で

0120-73-1229
info@datalogic.co.jp
www.datalogic.co.jp

データロジック 検索

ご案内は3つ折りになっています。こちらからゆっくりはがして下さい。
OPEN

〒759-3113　山口県萩市江崎25-1    TEL.08387（2）1129  FAX.08387（2）0029
〒103-0005　東京都中央区日本橋久松町12番8号ドッドウェルBMSビル
TEL.03（3249）6249　FAX.03（3249）6267     http://www.dodwellbms.co.jp

鉄骨ＣＡＤを生かしたＢＩＭソリューション
データ互換による各システムの連携

 AutoCAD・DXF・DWGやJw_cad・SFF等の建築データ、
SXFデータの書き込みも高精度で実現できます。作成した
鉄骨データはIFCや3D DWGに出力できます。建築CADの
多くと鉄骨ＣＡＤで３次元による建物全体の完成イメージの
共有ができます。

高い精度での「データ互換」
「建築IFC」「3D-DWG」に対応

 ビューア機能を使うことで、本シス
テムをインストールしていないパソ
コンでも、3D表示、印刷、コメント付
加などが可能になり、外出先の打合
せ時などで手軽に利用できるように
なります。CADライセンスが不要な
のでコストの削減につながります。

図面データの確認ビューアを提供
3D-DWGのビューアはネットから
ダウンロード可能です。  ６４ビット対応でＯＳ搭載メモリをすべて利用できるよ

うになります。３次元形状の扱いやリアルタイムがスム
ーズに動作できます。
　マルチコアＣＰＵを利用することで、速度向上を目指
します。

作図できるデータ量の拡大
マルチコア CPUに対応

 3次元ウィンドウを、CADウィンド
ウ外に配置できます。例えば、２つ
のディスプレイを利用して、１つには
平面・立面、もう１つには3次元を大
きく表示することで、取り合いや細
部の確認がスムーズにできます。

3次元のマルチ表示

 建物をどこでも切断でき、任意の
位置で確認ができます。

断面ビューの作成、干渉チェック
 連続的に建物の中を表示し、注目点
を近距離から見ることができます。

３次元表示のウォークスルー タブレットを現場で活用

 ３Ｄ表示は透過度を変え
て半透明にできます。
特に仕口の構成や内ダイ
アは、外側の板を半透明
にすればわかり易くなり
ます。

3D部材の半透明

建築 IFC

3D DWG

DXF

DWG

JW・CAD

SFF

SXF

 

3次元ファイル

2次元ファイル

6464
bit 対応

Multi
core
Multi
core

 どこにいても３Ｄモデルや図面や管理
資料を見ることができます。また、タブ
レットやスマートフォンで参照・加筆が
できます。大量でかさばる紙図面から
解放され、建物のイメージを正しく関係
者で共有できます。

　今は業界の状況も厳しく、簡単に人が増やせない時代です。当社の場合、外注に図面
の作成を依頼することがありますが、そこでも同じS/Fシステムが使われているので同
じデータを利用しています。仕事の量や質・作業の流れに応じて自社と外注先をバラン
スよく使い分け、納期や価格に柔軟に対応しています。また、全体的に使いやすいシス
テムであること、必要な出力がほとんど出てくること、さらに困ったときの丁寧な電話
対応サービスにも満足しています。

USER
’S VO

ICE

Ｑ： 新しい鉄骨ＣＡＤはいかがですか？
 　　　　

ファブ B社

08387-2-0029
0120-73-1229
http://www.datalogic.co.jp

FAX
TEL
URL
１. ご希望の内容にチェックをしてください。

２. 弊社のどのシステムに興味をもたれましたか？

３．鉄骨ＣＡＤについてどのようにお考えですか？

□ 資料送付希望　   □ 説明にきて欲しい
□ デモンストレーション希望

□更新を検討中 　□導入済み 　□検討中 　□未定

４．ご使用のＣＡＤは何ですか？

□ＲＥＡＬ４ 　□Ｓ／Ｆライナー 　
□他社（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

CADシステム
□ ＲＥＡＬ４施工図システム
□ 図面自動入力
□ ＮＣ穴あけ
□ 汎用ＣＡＤエイリス
□ その他（ 　　　　　　　）

OAシステム
□ 見積積算
□ 最適取合
□ 資材管理
□ 原価管理
□ 進捗管理

フリガナ

お名前

社名

住所  〒

TEL

メールアドレス

FAX

５．どんなシステムが必要ですか？

６．その他、ご質問やご意見、ご感想をお書きください

アンケートにお答えください。 ※必要事項をご記入の上、送信してください。

LAN
インターネット
クラウド

REAL4はすべての建築鉄骨構造を3次元モデルで管理し、
これから鉄骨製作に関する一般図、詳細図、加工図、NCデー
タを自動生成します。S/Fシリーズ導入企業2000社以上、
CAD導入企業1600社以上に利用され、鉄骨建築の製作、
生産管理システムとの連携、コストダウンになる大きな効果
を上げています。

２Ｄ、３Ｄによる情報共有 工作機械とのインターフェース
図面、資料がどこでも見える。３Ｄで建物が見える。 施工図から自動変換はもちろん、

　　　　　　　　　　単独使用でも効率化を達成
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鉄骨ＣＡＤを生かしたＢＩＭソリューション
データ互換による各システムの連携

 AutoCAD・DXF・DWGやJw_cad・SFF等の建築データ、
SXFデータの書き込みも高精度で実現できます。作成した
鉄骨データはIFCや3D DWGに出力できます。建築CADの
多くと鉄骨ＣＡＤで３次元による建物全体の完成イメージの
共有ができます。

高い精度での「データ互換」
「建築IFC」「3D-DWG」に対応

 ビューア機能を使うことで、本シス
テムをインストールしていないパソ
コンでも、3D表示、印刷、コメント付
加などが可能になり、外出先の打合
せ時などで手軽に利用できるように
なります。CADライセンスが不要な
のでコストの削減につながります。

図面データの確認ビューアを提供
3D-DWGのビューアはネットから
ダウンロード可能です。  ６４ビット対応でＯＳ搭載メモリをすべて利用できるよ

うになります。３次元形状の扱いやリアルタイムがスム
ーズに動作できます。
　マルチコアＣＰＵを利用することで、速度向上を目指
します。

作図できるデータ量の拡大
マルチコア CPUに対応

 3次元ウィンドウを、CADウィンド
ウ外に配置できます。例えば、２つ
のディスプレイを利用して、１つには
平面・立面、もう１つには3次元を大
きく表示することで、取り合いや細
部の確認がスムーズにできます。

3次元のマルチ表示

 建物をどこでも切断でき、任意の
位置で確認ができます。

断面ビューの作成、干渉チェック
 連続的に建物の中を表示し、注目点
を近距離から見ることができます。

３次元表示のウォークスルー タブレットを現場で活用

 ３Ｄ表示は透過度を変え
て半透明にできます。
特に仕口の構成や内ダイ
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ます。
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資料を見ることができます。また、タブ
レットやスマートフォンで参照・加筆が
できます。大量でかさばる紙図面から
解放され、建物のイメージを正しく関係
者で共有できます。

　今は業界の状況も厳しく、簡単に人が増やせない時代です。当社の場合、外注に図面
の作成を依頼することがありますが、そこでも同じS/Fシステムが使われているので同
じデータを利用しています。仕事の量や質・作業の流れに応じて自社と外注先をバラン
スよく使い分け、納期や価格に柔軟に対応しています。また、全体的に使いやすいシス
テムであること、必要な出力がほとんど出てくること、さらに困ったときの丁寧な電話
対応サービスにも満足しています。

USER
’S VO

ICE

Ｑ： 新しい鉄骨ＣＡＤはいかがですか？
 　　　　

ファブ B社

08387-2-0029
0120-73-1229
http://www.datalogic.co.jp

FAX
TEL
URL
１. ご希望の内容にチェックをしてください。

２. 弊社のどのシステムに興味をもたれましたか？

３．鉄骨ＣＡＤについてどのようにお考えですか？

□ 資料送付希望　   □ 説明にきて欲しい
□ デモンストレーション希望

□更新を検討中 　□導入済み 　□検討中 　□未定

４．ご使用のＣＡＤは何ですか？

□ＲＥＡＬ４ 　□Ｓ／Ｆライナー 　
□他社（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

CADシステム
□ ＲＥＡＬ４施工図システム
□ 図面自動入力
□ ＮＣ穴あけ
□ 汎用ＣＡＤエイリス
□ その他（ 　　　　　　　）

OAシステム
□ 見積積算
□ 最適取合
□ 資材管理
□ 原価管理
□ 進捗管理

フリガナ

お名前

社名

住所  〒

TEL

メールアドレス

FAX

５．どんなシステムが必要ですか？

６．その他、ご質問やご意見、ご感想をお書きください

アンケートにお答えください。 ※必要事項をご記入の上、送信してください。

LAN
インターネット
クラウド

REAL4はすべての建築鉄骨構造を3次元モデルで管理し、
これから鉄骨製作に関する一般図、詳細図、加工図、NCデー
タを自動生成します。S/Fシリーズ導入企業2000社以上、
CAD導入企業1600社以上に利用され、鉄骨建築の製作、
生産管理システムとの連携、コストダウンになる大きな効果
を上げています。

２Ｄ、３Ｄによる情報共有 工作機械とのインターフェース
図面、資料がどこでも見える。３Ｄで建物が見える。 施工図から自動変換はもちろん、

　　　　　　　　　　単独使用でも効率化を達成。
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