


高層建築にも対応し、すばやいプラン作成に最適化されたツール群により3Dモデルをスピーディに作成。
また、強力なCAD連携機能により設計／施工工程へもスムーズにリンク。
3Dモデルを主体とした効率の良い設計環境をスマートに構築することが可能です。

平面＆3Dプラン作成

スマートアクセスUIで操作フローを革新

平面プラン作成から3Dでの装飾、プレゼンテーションまでをナビゲーション
ボタン化。ナビ→パレット→プロパティパレットの手順で、項目の選択から各
種機能の実行、サイズ調整などを流れるように操作できるスマートアクセス
UIを搭載しています。ナビやパレットなどの折り畳みもでき、作業環境や習熟
度に応じたフレキシブルな画面設定が可能。思考を妨げない直感的な操作
で、プラン作成をスムーズ且つ効率よく進めていけます。

ユニットを組み合わせて作図

あらかじめ属性が設定された部屋や建具、設備、家具などをユニット単位で配置し
てプランを作図していきます。パズル感覚で直感的に作図でき、はじめての方でも操
作の習熟に時間を要しません。数値入力や多角形入力、R壁変形などによりさまざ
まな形状の部屋の作成も可能です。
作図をスピーディに行えることで提案作成に時間をかけることができ、初期プレゼン
の精度向上にも貢献。顧客満足度の高い建築プロジェクトを強力に促進します。

地上15階／地下2階までの多階層対応

地上15階／地下2階までの高層建築物作成が可能。マンションやオフィ
スビルのスピーディなプラン作成に力を発揮します。

部屋種類

戸建て住宅用、集合住宅用、商業施設用など、部屋種に応じた床高や壁
高さなどがあらかじめ設定された合計40種類の部屋オブジェクトを用意
しています。また、マンション1戸分をタイプ別にセット登録しておけば、パ
レットから配置していくだけで簡単に1フロア作成できます。カスタマイズ
した設定の登録も可能です。

視点移動もスマートに

基本的な視点操作である「移動」「拡大縮小」
「見回す」をマウスのボタンとホイールに割り
当て。ツールボタンを切り替えることなくス
ピーディな視点操作で、図面作成やイメージ
確認、プレゼンテーションなどをスマートに
行うことが可能です。

新ファイルフォーマット【M3DA形式】

高層建築への対応に際し、データ処理の高速化を実現。大型案件の場
合でも快適なプラン作成が可能です。また、同時にファイルの軽量化も実
施し、外部へのファイル受け渡しなどのハンドリングも向上しました。
M3D形式の入出力にも対応しています。

●右ボタンドラッグ：見回す

●ホイールスクロール：拡大縮小
●ホイールドラッグ：平行移動



平面プラン図の多彩な表現

そのままプレゼンボード作成に使える高品質な平面図表現。カラー/モノ
クロ/線画/テクスチャといった、多彩な平面プラン表現をボタンひとつで
簡単に切り替えが可能です。

充実の複数選択関連機能

部屋を複数選択して属性の一括編集や、家
具や植栽を複数選択して整列させるなど、大
型建築案件などでのレイアウト作業の効率
が向上します。また、グループ化して新しい組
み合わせ家具や部屋セットとして登録すれ
ば、よりスピーディなプラン作成も可能です。

多彩な数値移動／コピー機能

数値を指定しての移動や反転をはじめ、ピッチや間隔、角度を指定しての
コピーなど、多彩な数値指定コマンドを搭載しています。

敷地＆高低差

高低差のある複雑な地形を作成でき、傾斜地に建つ家や擁壁、掘り込み
車庫なども表現できます。また、三斜測量図による敷地入力に対応し、三
斜求積表の図面への配置も可能。簡便な道路ならワンタッチで設定でき
る隣地設定機能も搭載しています。

壁編集/柱・梁配置

高さや笠木の有無なども設定できる独立壁作成機能をはじめ、壁の削除、
開口、壁厚変更、Ｒ壁など、さまざまな空間作成を可能にする豊富な壁編
集機能を搭載。柱や梁の配置も可能です。

屋内階段（室内/室外）

直進／Ｌ字／Ｕ字／Ｓ字など、さまざまな
階段形状に対応。段数やサイズの変更もで
き、箱形階段や笠木の設定、階段裏のクロ
ス張りの設定も可能です。また、スキップフ
ロアや1階から3階への直通階段など、階段
高さの個別設定にも対応。階段安全性
チェック機能も搭載しています。

屋外階段

マンションや商業施設用の屋外階段を設定
できます。踊り場の形状や笠木、防護柵の有
無などを選ぶことができます。

屋根

片流れや寄棟、陸屋根など、階ごとに形の異なる屋根を自動生成します。
棟瓦も自動的に生成され、腰折れ屋根設定、平側の一部分に切妻を追加
する機能など、豊富な屋根入力・編集機能を搭載。隣接する屋根間の隅棟
入力に便利な隅補助線入力機能も搭載し、柔軟な屋根作成が可能です。

ドーマー・天窓などの屋根装飾

洋風建築の屋根の表現に欠かせないドーマーをワンタッチで設定可能。
また、天窓やソーラーパネル、庇も簡単に設置できます。

●カラー（低彩）

●線画

●テクスチャ

グリッド角度変更

グリッドの角度を任意の角度にいつでも変更できます。自由度の高い作図
が可能です。
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建具作成

サイズや扉枚数、開き方、色など、細かな要望に応じた建具を造作できる
建具作成機能を搭載しています。作成した建具データはパレットに登録
でき再利用も可能です。

造作出窓作成

作りつけの造作出窓を作
成できます。庇の形状やサ
イズも変更でき、基礎を
付けて出窓の下に収納を
設けることも可能です。

カーテン作成機能

オリジナルのプリーツカーテン
やブラインド、ロールスクリーン
などを作成できます。設置する窓
に合わせてサイズを自動調節し、
レールの装飾や色・柄の設定、
開閉状態の選択も可能です。

モールディング＆ニッチ

海外のインテリアの再現に欠かせない部屋と建具の化粧縁を設定する
モールディング機能を搭載。設定したい部屋を選択してモールディングの
タイプを選ぶだけで、部屋のサイズにあった飾り縁を自動的に作成。腰壁
の高さなども変更可能です。

建具装飾（トリム）で表情豊かに

洋風住宅の表現に欠かせないドアや窓のトリム（額縁）をはじめ、カバー
ドポーチ、妻壁のモールディングなどを簡単に設定できます。

床編集

室内の段差設定ができ、小上がりや掘りごたつ、高低差のあるリビング
など、多彩な空間表現が可能です。また、スロープ機能も搭載し、商業施
設のバリアフリーに配慮したプラン提案などにも活用できます。

天井編集

多段型やドーム型、アーチ型、照明付きや飾り縁付きなど、ワンタッチで設
定できる多彩な折り上げ天井編集オブジェクトを用意。勾配天井やコー
ニス照明の設定もでき、天井形状のさまざまな要求への対応が可能です。



外構オブジェクト

塀の自動作成機能により、敷地
の辺などに沿って頂点をクリック
していくだけで簡単に塀を作成
できます※。また、アプローチや多
角形オブジェクト、直進スロープ
の作成も可能です。
※単純板形状のみ作成可能

設備記号

コンセントやスイッチ、水栓、
ガス栓など、さまざまな設備
記号を収録。ドラッグして図
面に配置できます。

バルコニーのデザイン変更がワンタッチ

スタイリッシュなパネルタイプや細桟タイプなどに簡単に変更できます。
個別/フロア/全体で設定することができ、マンションなどで一括で変更し
たい場合に有効です。

表示状態を簡単切り替え

家具やエクステリアに置いたもの、室内全体など、必要に応じて表示/非
表示の切替ができます。家具配置シミュレーション時や、エクステリア検
討時には室内全体を非表示するなど、さまざまな活用が可能です。

数値移動系の操作をまとめたシフトパッド

よく使う数値移動系の機能をまとめた入力パネル「シフトパッド」を搭載。
オブジェクト選択時にすぐそばに表示され作図操作を支援します。

壁面用パーツの配置に役立つマグネット吸着機能

壁面用に設定されたパーツは常に壁に吸着して配置されるので、ブラ
ケット照明や壁掛けTV、書画、看板などの配置に便利です。

カーテンウォール

壁編集の拡張機能としてカーテンウォール作成機能を搭載。間取り図の
設定したい壁の上をなぞるだけで設定でき、デザイン変更もパレットから
あらかじめ用意されたデザインを適用箇所にドラッグ&ドロップするだけ
で変更が可能です。

面積/パーツ集計のExcel/CSV出力

作成したデータから、各部屋ごとの面積や長さ、属性データ、外壁面積な
ど、見積書作成などに必要なデータをExcel／CSV形式で出力できます。
建具などの明細利用や内装材（床・壁など）の数量拾い出しに役立てるこ
とができます。見積書作成にかける時間が大幅に短縮されます。

●面積

●パーツ

●間取り ●3D



平面／立面図カラー表示＆断面表示

3Dの三面図のカラー／線画の切り替え表示が可能です。カラー表示時
には断面表示状態にも設定でき、家具や小物の配置時に便利に使え、
プレゼンテーション時の表現の幅も大きく広がります。

建築物を彩る多種多様なコンテンツ

有名メーカー45社の最新データを多数収録し、戸建て住宅から高
層マンション、商業施設まで幅広く対応します。モダンなシステム
キッチンやクラシックなソファ、植栽などの3Dモデル素材、フローリ
ングやカーペット、外壁材などのテクスチャ素材で多彩な空間表現
を強力にサポートします。収録コンテンツは、ジャンルや主な利用空
間、メーカー、スタイル、カラーなどで分類され、キーワード検索やサ
イズによる絞り込みも可能です。

ライティング設定

天井照明やスポットライト、
ダウンライト、フロアライトな
ど、バリエーション豊かな照
明器具を多数収録。あらか
じめ光源設定されているの
で配置するだけで自動点灯
します。点灯/消灯も部屋/フ
ロア単位で一括コントロー
ルすることもでき、明るさや
色味の調節、減衰率の変更
なども可能です。

プロパティパレットで調整自在

クリックした箇所の3Dモデル/テクスチャ/色の情
報を一括で取得・調整できるパーツプロパティパ
レット。3Dモデルは、サイズ変更やドアなどの開閉
状態の変更などが可能。テクスチャ/色は、タイリン
グサイズや位置調整、色調整などができ、調整結
果を建物全体などへ適用させることも可能です。

建材・住宅設備・家具・家電・ファブリックなど、大手メーカーの実在
商品情報を元にした３Ｄデータ、テクスチャデータや背景画像や添景
データなど、50,000点以上の素材データを提供しています。作業画
面から直接データセンター内を検索してそのまま配置が可能です。

【クラウドライセンス版】
利用期間中は追加料金不要で利用可能。
【永久ライセンス版】
●入会金：1000円（税抜）　●利用料金：3000円（税抜）／1ヶ月～

データセンター

3Dモデリング＆テクスチャ作成
雨樋や手すり、テーブルの天板・脚など、造作用の
基本的な形状をプリセット収録。パレットで種類
を選んで断面形状や経路などを編集するだけの
簡単設定。球・回転体・押し出し・スイープ・3D文
字など、さまざまな3D形状の作成に対応してい
ます。　また、写真や画像を取り込んで、貼り付け
サイズなどを設定したオリジナルテクスチャの作
成も可能です。

ライティングシール

さまざまな照明効果や影の効果をパーツ化して
3D空間で配置して空間を彩るライティング
シール機能を搭載。間接照明やスポットライト
効果などをシールのように壁や床などに貼り付
けるだけの簡単操作。3Dモデルデータなのでサ
イズや向きの変更も可能です。

■製品情報ご提供企業
2017年6月現在  50音順 株式会社アイデック 朝日ウッドテック株式会社 エレコム株式会社

カリモク家具株式会社

柏木工株式会社

株式会社カンディハウス株式会社川島織物セルコン コイズミ照明株式会社 三協アルミ

株式会社サンゲツ

コクヨファニチャー株式会社

住江織物株式会社 TIME＆STYLEソニーストア 大建工業株式会社 タカラスタンダード株式会社

ＴＯＴＯ株式会社株式会社東芝株式会社天童木工

株式会社LIXIL

ナスラック株式会社 ニチハ株式会社

パイオニア株式会社 パナソニック株式会社

日本フクラ株式会社

株式会社リッツウェル リリカラ株式会社

株式会社日比谷花壇

ケイミュー株式会社クリナップ株式会社

シモンズ株式会社

東リ株式会社 トクラス株式会社

株式会社パモウナパブリック株式会社

ルイスポールセン YKK AP株式会社リーン・ロゼ株式会社マルニ木工

マスターウォール

旭トステム外装株式会社

ダイキン工業株式会社

ハンターダグラスジャパン

三菱電機株式会社

株式会社丸二金属製作所

〈 http://dc.megasoft.co.jp/ 〉

※データセンターは会員制サービス(有料)です。会員登録すると、1ヶ月の無料お試し期間や、利用期間が3ヶ月プラスオンされる特典があります。
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キーボードショートカットカスタマイズ機能

キーボードショートカットを任意に変更することができます。使い慣れた
キーアサインやよく使う機能を優先して設定するなど、生産性の向上に貢
献します。

DWG＆JWW＆CEDXM入出力機能を標準搭載。実施設計や施工図ともスムーズに連携。

DWG、DXF、CEDXM、JWW形式の2D/3Dファイルの入出力に対応し、3Dアーキデザイナーで作成した図面を
AutoCADやプレカットCADに引き渡し、施工図面や構造計算に展開したり、2DCADで作図したものをトレースし
て3Dアーキデザイナーで意匠設計→プレゼンでプラン確定→施工図面へと戻したり、柔軟な連携が可能です。

CEDXM入出力機能

プレカットCADのデータ交換フォーマットであるCEDXM形式の入出力機能を標準で搭載し
ています。3Dアーキデザイナーで作成した躯体情報（間取り、床、壁、階段、天井、開口、屋根）
をプレカット工場に引き渡し、構造チェックや長期優良住宅基準を踏まえた設計図面を取得
でき、フィードバックされたCEDXMファイルから躯体情報を取り込み、3Dアーキデザイナー
で意匠を仕上げることも可能です。

また、CEDXMフォーマットは多くの意匠系・設計系・構造計算系のCAD・積算系のシステム
で対応しているため、営業、設計、構造、積算などと組み合わせることで、コストパフォーマンス
の高い3D建築プレゼン環境が整います。

CADレイヤ

平行線入力や等分線入力、角度指定線入力など、変形した間取りの作成
に役立つCAD作図ツールを搭載。補助線としても活用できます。

作表機能

面積表や仕上げ表などを作成
し図面内へ配置できる作表機
能を搭載。CSVファイルの読み
込みや、Microsoft Excelなどで
コピーした表を作表ウィンドウ
にペーストすることも可能です。

３Ｄアーキデザイナーの間取り画面、3D画面を外部アプリケーションか
ら操作できる無償のソフトウェア開発キット。リファレンスを付属し、誰で
も３Ｄアーキデザイナーをコントロールするプログラム開発が可能。
COM接続による外部アプリ型と、Javascript言語によるスクリプト方式
が利用でき、他のアプリケーションとのファイル交換や手順の多い操作の
自動化など、利用環境に応じたソフトウェアの独自開発が可能です。

詳しくは下記ホームページまで
http://www.megasoft.co.jp/3d/sdk/

カスタマイズ可能なSDK（開発キット）を用意

【木造住宅CAD/CAMデータ連携標準化評議会（CEDXM評議会）】が
策定したプレカットCADのデータ交換フォーマットです。
意匠CADとプレカットの双方向データ交換、各種CAD間の双方向の
データ交換を目指した連携用フォーマットで、“図面”による情報伝達と
異なり、目視による再入力が不要です。

CEDXM（シーデクセマ）フォーマットとは？

【ARCHITREND Z】（福井コンピュータアーキテクト株式会社）
【AD-1】【Madric Eco Navi】（株式会社シーピーユー）
【構造EX】【耐震診断PRO】（株式会社インテグラル）
【SuperSoft／SuperSoftⅡ】（SCSK株式会社） 
【Walk in home】（株式会社DTS）
【B-MOS】（株式会社ハウテック）

【VST】【建築Vision】【ALTA】（株式会社コンピュータシステム研究所 ）
【DigiD】（日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社）
【プランナーEX／CAD】（株式会社ザ・システム）
【せきさん係長】（株式会社建築資料研究社）
【さくっと木造シリーズ】（株式会社システムハウス福知山）

※下段は、プレカットCADです。これらを導入しているプレカット工場で、CEDXMファイルを受け付け可能です。　詳しくは各プレカット工場にお問い合わせください。

主な対応
CAD製品

積算系
CAD

見積明細書

内訳説明書

構造系
CAD

構造伏図

統合系
CAD

確認申請

長期優良住宅

性能評価

CEDXMCEDXM

CEDXM

【MPCAD】（宮川工機株式会社）／【TOA-CAD】（株式会社トーアエンジニアリング）／【ランベックスCAD】（原田木材株式会社）【HSB-CAD】（沖機械株式会社）



豊かな表現力と多彩なチェック機能でプランニングを多角的にバックアップ。
写真に迫る高画質パースをすばやく出力するレンダリングオプションOptimage、ポイントを指定するだけで最適ルートを導き出す
自動ウォークスルー機能など、スピーディかつ確かな提案力で顧客満足度向上に貢献します。

豊富なプレゼンテーション&チェック手法で魅了する

アンビエントオクルージョン対応による高画質な作業画面

陰影を強調表現する「アンビエントオクルージョン」に対応。入り隅や入り
組んだ箇所などでメリハリある表現が可能です。外壁材などの凹凸の表
現、タイルの光沢感、ソフトシャドウによる柔らかな影の表現などと合わせ
て、リアルタイムに高品質なイメージの確認ができます。

自動ウォークスルー

開始点と目的地点をクリックで指定するだけで、間取りや家具配置状況
から自動的に経路を設定する自動ウォークスルー機能を搭載※。階を跨
いでの移動や外構も含めたウォークスルーが可能です。WMV形式／AVI
形式でのムービー出力に対応しています。
※特許出願中（公開番号：特開2017-041149）



プレゼンボード作成機能搭載

作成した間取り図や、立面図、パース図を用いたプレゼンボードを作成で
きます。使用した建材やパーツのデータはパレットの一覧に表示され、必
要な個所にドラッグ＆ドロップするだけで簡単に差し込み。正確な縮尺を
保ったままの拡大縮小も可能です。実際の業務に使える実用的できれい
なひな型をサンプルとして多数収録し、よく使うデザインなどをひな型と
して登録することもでき、プレゼンボード作成の時間が一段と短縮します。

リアルタイムに景色を映り込ませて印象的なパースを

カーテンウォールや太陽光パネルなどに任意の画像を映り込ませること
が可能です。3D画面はもちろんのこと、レンダリング時にも適用でき、映り
込み度合いも5段階で設定できます。マンションや商業施設などのガラス
を多用した建築物を表情豊かに彩ります。



立面図出力

躯体の寸法線、屋根の勾配表示入りの平面図を自動的に作成し出力。範
囲を指定して※1室内展開図を作成することも可能です。縮尺の指定、平
面図（立面図）印刷、3DCAD(DXF形式)出力、プレゼンボードデザイナー
への出力にも対応※2。必要な資料を必要な時に、素早く作成できます。　
※1 範囲指定出力時は寸法線の表示はできません。
※2 プレゼンボードデザイナーに出力できる部屋数には制限があります。

ビフォー素材＆エイジング

リフォームプランを引き立てるビフォー素材
を多数収録。エイジング＆単色化機能と合
わせて、使い込まれた風合いも表現できます。

エクスプローラから直接配置＆貼り付け

エクスプローラから直
接作業画面内にドラッ
グして、3Dモデルデータ
の配置やテクスチャ
データの貼り付け※が可
能です。現場で撮った写
真や打ち合わせ時に支
給された画像など、パソ
コンに取り込んですぐに
プランに反映させること
ができます。

パースに奥行き感をもたらす前景レイヤ機能

パースの手前に樹木や簡易レンズフレアなどの前景オブジェクトを設定で
きます。透過PNG形式での画像読み込みにも対応し、効果的にシーンを
演出します。

作成した住宅・店舗・オフィスなどの間取り&３ＤデータをiPhone・iPad・
Android端末、Windowsパソコンで閲覧できるサービスです。外出先での
手軽なイメージ確認のほか、WEB住宅展示場としても利用可能。
手軽な無料サービスの他に、3Dデータへのファイル添付やセキュリティに
配慮した個別フォルダの作成、長期間登録などが可能な有料サービスも用
意しています。

詳しくは下記ホームページまで
http://www.megasoft.co.jp/3dplace/

3Dプレイス

あおり補正

鉛直が出た美しい二点透視パース表
示を簡単に設定できるあおり補正機
能を搭載。機能オンの状態で常に鉛直
を保つので、欲しいアングルを簡単に
見つけ出すことが可能です。

アクションスライダーでパーツの動作を確認

ドアや窓など、動作設定されて
いるパーツの動作を確認できる
「アクションスライダー」を搭載。
ドアを開いた状態で止めてパー
スに動きを出したり、窓を開いた
時の周囲への干渉具合などを確
認したりする際に活用できます。

※BMP形式、JPEG形式



目のバリアフリーに配慮した提案が可能

白内障・色覚特性を持つ方の見え方をチェックできる色覚・白内障シミュ
レーション機能を搭載。段差の見え方や色使いなどを確認でき、バリアフ
リーに配慮した検討が可能です。

日当たりをアニメーションで確認「日照シミュレーター」

季節や所在地を設定し、太陽の動きに合わせた日当たりの変化をアニ
メーションで確認できます。近隣住宅の影響の確認や、日当たりを考慮し
た室内レイアウトの検討などに活用できます。

斜線や日影などの法規チェック

1つの敷地に対して複数の用途地域を設定でき、道路斜線・隣地斜線・北
側斜線・高度地区に対応した斜線チェックが可能です。時刻日影図や等
間隔日影図も作成でき、日影倍率表や5m/10mの規制ラインの作図も
可能です。

●通常 ●色覚特性 ●白内障

●時刻日影図

●等時間日影図



特殊効果

半透明モデルや断面表示などの特殊効果表示機能を搭載。表示状態だ
けを切り替えて効果を保ったまま操作できます。また、ホワイトモデル＋輪
郭線強調など複数の効果を同時に設定でき、プレゼン時に多彩な表現が
可能です。

簡易天空率チェック機能搭載

建ぺい率／容積率のリアルタイム確認機能 9つのスタイルに応じて簡単コーディネート「内装／外装一括変更機能」

統一感のあるインテリア提案に役立つ「インテリアコーディネート診断機能」

視点リストとスライドショー
部屋別の視点をすぐに呼び出せる「視点リスト機能」を搭載。
登録された視点を利用してスライドショーを再生することができます。

太陽光パネルシミュレーター
全国801地点の日射量データ／平均気温／パネルの発電力／傾斜角を
元に発電量を自動計算し、年間推移をグラフ表示します。売電による費用
回収時期の予測機能も搭載。能力や枚数などを設定してオリジナル太陽
光パネルを作成することも可能です。簡易構造診断機能

耐震・耐風・耐積雪性をチェックできる簡易構造診断機能を搭載。
※木造在来工法にのみ対応

必要な収納量を自動計算「収納スペース診断機能」

家電製品の消費電力量を集計「LED対応節電シミュレーター」

開口部の熱貫流、日射侵入率の簡易チェック（標準仕様のチェック）

坪／平米単価による総建築費概算算出機能を搭載

複数起動＆2画面リンク

複数のファイルを同時に起動※できます。また、2つのファイルの視点操作
を同時に制御する2画面リンク機能を搭載。複数のカラー案の検討や、リ
フォームプランのビフォー&アフターをプレゼンする際などに効果的です。
※同時に起動できるファイル数はPCの性能に依存します。

その他の主な機能

アート効果でアレンジ

作成した３Ｄパースを、絵の具/色
鉛筆/点描といったアート効果で
簡単に加工し、通常のパースとは
一味違う画像にアレンジして出力
することが可能です。

背景位置＆サイズ調整が可能な印刷・出力機能

建築物のサイズによって見せたいアングルは大きく異なりますが、背景調
整機能を使えば、出力時に位置やサイズを調整できます。印刷モード時に
は、用紙と余白の範囲が画面上に表示されます。背景透過出力機能も搭
載しています。

●絵の具

●色鉛筆●輪郭線強調


