
関連製品のご案内

最新情報、各種無償ダウンロードサービスをはじめ、ショッピング、ユーザー登録、サポート情報、
バージョンアップ申し込みなど、リアルタイムで便利なサービスを実施しております。http://www.megasoft.co.jp/

●マイホームデザイナー、3Dインテリアデザイナーはメガソフト株式会社の登録商標です。　●カタログ記載の社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。  ●記載内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。  

製品構成
CD-ROM� 1枚

ユーザーズマニュアル� 1部

クイックガイド� 1部

ユーザー登録はがき� 1枚

動作環境
■ 対応OS � 日本語版オペレーティングシステム　Windows XP/Me/98/2000

� ※NT4.0はServicePack6a以上、2000はServicePack2以上

■ ＣＰＵ� 266MHz以上　

■ メモリ� 128MB以上

■ハードディスク必要空き容量� 350MB以上

■ ディスプレイ� 800×600以上、65,536色(HighColor 16bit)以上

■ 周辺機器� マウス必須。セットアップ時にCD-ROMドライブが必要。

� 図面を読み込む場合はスキャナが必要。

� 印刷する場合はプリンタが必要。(カラー印刷の場合はカラープリンタ)

■開発・販売 ： メガソフト株式会社　Copyright    1999-2003, MEGASOFT Inc.　　■3D表示部分には、CyberWalkerSDK（　　　　　　　）を使用しています。

本カタログの記載内容は2003年4月現在のものです。
P.No. 2070011-0304M2-IS

●3Dオフィスデザイナーカタログ表紙面4Ｃ C M Y K

●上記の図面は「3Dオフィスデザイナー Version2」で作成し、
　イメージパースは「3DマイホームデザイナーPRO Version3」で
　編集・高画質出力したものです。

■こんな方におすすめします

・企業の総務部門・システム部門・経営者など
・インテリアデザイナー・プランナー
・建築系企業（主に中小企業やSOHO、個人事務所など）
・建築・デザイン系学生、その他教育機関

など、オフィスレイアウトに関係するすべての方

3DオフィスデザイナーPRO
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約2000点

ノーブランドパーツ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

6段階の吸着方法切替

○

3段階の設定可能

3DオフィスデザイナーVersion2

○

約1500点

メーカーパーツ(11社)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ON/OFFのみ

×

設定なし

機能比較表

Windows XP/Me/98/2000 対応

標準価格 9,800円（税別）

パーツ追加登録

パーツ登録数

パーツ内容

天井伏図

辺の円弧化

壁厚反映表示

2次元DXF入力

2次元DXF出力

ゾーン別集計

グループ化

寸法線文字編集

図面枠作成

角度測定

吸着切替

頂点追加・削除

3D印刷精度

高機能3Dオフィスレイアウトソフト

●内田洋行編

3DオフィスデザイナーPRO専用パーツライブラリも
ご利用いただけます。

●コクヨ編 ●ナイキ編

標準価格 各10,000円（税別）

3Dオフィスデザイナー
PRO

標準価格58,000円（税別）

3Dマイホームデザイナー
Version 2002

標準価格9,800円（税別）

3Dインテリアデザイナー

標準価格9,800円（税別）

プレゼンボードデザイナー

標準価格28,000円（税別）

高機能
3Dオフィス

レイアウトソフト

素材提供ご協力企業

快適オフィスは自分で創る！快適オフィスは自分で創る！
オフィスのレイアウトから資産の管理・運用まで

低コスト時代のオフィスレイアウトソフト決定版

簡単操作ですばやく実現できる

※インストール方法については3Dオフィスデザイナーホームページをご覧ください。

主な機能
■図面編集機能� 入力（補助線入力／多角形入力／寸法線入力／文字入力）、移動（２点指示移動／回転移動／

� 反転移動／数値移動／平行移動）、コピー（隣接コピー／２点指示コピー／回転コピー／反転コピー

� ／数値コピー／平行コピー／配列コピー）、整列（左整列／左右中央整列／右整列／上整列／

� 上下中央整列／下整列／左から右へ並べる／上から下へ並べる）、吸着

■ 情報編集機能� マルチレイヤ（床・壁・柱レイヤ／建具レイヤ／備品レイヤ／小物レイヤ／TELレイヤ／LANレイヤ／

� 電源レイヤ）、測定（面積測定／距離測定）、集計（フロア一覧表／パーツ集計表／パーツ情報表）、

� 視点（視点登録／視点切替）、部屋高設定、下絵読込（スキャナ読込／ファイル読込／左右90度

� 回転／回転角度指定／傾き補正／寸法補正／位置補正／色設定）

■出力機能� 印刷（平面図印刷／図面上範囲指定印刷／3Dウィンドウ印刷）イメージ保存（平面図イメージ保存

� ／3Dウィンドウイメージ保存）、データ入出力（3Dマイホームデザイナー形式出力）

■入出力データ形式� 3Dオフィスデザイナー形式出力（O3D）／3Dマイホームデザイナー形式入出力（M3D）／Windows

� ビットマップ出力（BMP）／CSVテキスト出力（CSV）／拡張メタファイル出力（EMF）／プレゼンボード

� デザイナー用メタファイル出力（MXM）

●ユーザー様の声より

・みんなで使ってみて驚くほど簡単にできたのでびっくりした。
　こんなに楽しく配置できるのなら作業していても飽きないと思う。（会社員／男性）
・初めてオフィスデザイン系のソフトを触ってみたのですが、もっとプロユースにできているのかと思えば、
　とてもわかりやすく初めてのトライでも非常に操作しやすくて感動しました。（会社員／男性）

3Dオフィスデザイナー2000プレリリース版ユーザーアンケートより



自分でレイアウトできるから、
　　  こんなに簡単・こんなに快適
自分でレイアウトできるから、
　　  こんなに簡単・こんなに快適
オフィスレイアウト変更は大仕事？
いいえ。3DオフィスデザイナーVersion2があれば、あなた自身がオフィスをデザインできます。

3DオフィスデザイナーVersion2は、直感的に操作できる洗練されたユーザーインターフェースと、レイアウト作業をスピードアッ

プする多彩な新機能、一流メーカーのオフィス家具やOA機器など1500点以上の高品質な3D素材を搭載。初心者でも簡単にオフィ

スをレイアウトできます。さらにボタン一つで3D化された空間イメージを表示・確認できますので、社内での意見交換や業者と

のコミュニケーションが驚くほどスピードアップ。オフィスのトータルコストを削減できる新世代のオフィスデザインソフトです。

オフィスの維持コストを削減する各種の管理情報を出力

3D＆カラー出力による圧倒的な表現力これは使える！オフィスを簡単レイアウト

▼フロア別面積表

内線番号表

▼使用備品一覧表

素材提供ご協力企業一覧
2003年3月現在

●集計表作成機能
あらかじめ登録された型番・価格などの製品情報を

利用して、配置した家具類の集計表をワンタッチで

作成できます。

部門ごとのフロア

面積表や内線番号

表など、総務部門

などでの管理情報

作成の手間を軽減

します。データは

Excelなどに転送し

て利用することも

可能です。

●電話・LAN・電源配線用の3層の配線レイヤ
オフィスレイア

ウトと密接な関

係を持つ電話・

LAN・電源配

線は、それぞれ

専用のレイヤを

用意。すべてを

統合したプラン

ニングや情報管

理を容易に実現

します。

▼

●3Dで見せれば一目瞭然
3Dボタンを押すだけで、作成した平面レイアウトが瞬時に立体化され、マウス操作で自由

な角度から確認できます。平面図だけではわからなかった微妙な位置関係や全体としての

バランスまで、3D化すれば一目瞭然。実際に移動する前に確実にチェックできます。経営

者や上司への説得力が違います。

●自由な視点で確認できる視点登録機能
新しいレイアウトで各自の机からどう見えるか、入口からどう

見えるかなど、任意の視点からの

見え方をすぐにシミュレーション

することができます。また、視点

を登録しておけば、いつでも呼び

出して再現が可能です。社内や業

者へのプレゼンテーションが効率

的に進められます。

●シミュレーションに効果を発揮するパーツ一斉入れ替え機能
多数の机や椅子など、同じ種類の家具だけを1回の操作で一斉に入れ替えることができ、

新規購入する机や椅子のカラーシミュレーションなどに便利です。

●レイアウトデータをメールで送れば話が早い
オフィス家具メーカーやオフィス関連販売店で使われている「3DオフィスデザイナーPRO」

とデータ交換が可能です。業者とメールでのデータ交換や、パソコンを使った打ち合わせ

をすることができますので、円滑なコミュニケーションが実現します。

●3Dマイホームデザイナーとの連携使用
3DオフィスデザイナーVersion2で

作成したレイアウトを「3Dマイホー

ムデザイナー」で読み込んで、3D

空間をウォークスルーしたり、レ

イトレースレンダリングで美しい

パースを作成したりすることが可能。

一層リアリティがアップします。

●平面図や3Dイメージを美しく印刷
3DオフィスデザイナーVersion2で作成したレイアウトを「3Dマイホームデザイナー」で

読み込んで、3D空間をウォークスルーしたり、レイトレースレンダリングで美しいパース

を作成したりすることが可能。一層リアリティがアップします。

●自分で思い通りにレイアウトできるからスピーディで快適です
これまでは手書きで不正確だったり、業者とのやり取りに何週間もの時間とコストがかかっ

ていたオフィスレイアウト変更。3DオフィスデザイナーVersion2を使えば、あなたのパ

ソコンで自由にレイアウト・シミュレーションができます。思い通りのレイアウトが短時

間に作成できるので、レイアウト変更にかかっていた多大な時間とコストを削減できます。

●オフィス図面が読み込めるので作成の手間を軽減できます
レイアウト作業で一番手間が

かかるのは、オフィスの躯体

(床・壁・柱など)形状の作成

です。3Dオフィスデザイナー

Version2には、オフィス図面

をスキャナで読み込むことで

オフィス形状の作成の手間を

軽減できる「下絵図面読み込

み機能」を装備。CADの知識

がなくても、簡単・正確にオ

フィス形状を作成できます。

●初心者にも簡単に使える工夫を満載
独自のユーザビリティテストにより、使い

やすさ優先設計を徹底。作業の手順をプロ

グラムが案内するウィザード機能や、操作

方法をわかりやすく解説したクイックガイ

ドを添付するなど、さまざまな工夫で初め

ての方でも簡単に使えます。

●1500点以上の実在家具やOA機器でリアルなオフィスを再現
一流オフィス家具・OA機器メーカー

11社の協力により、日本のオフィス

でよく使われている実在のオフィス

家具やOA機器から電化製品や観葉樹

まで、オフィスレイアウトに必要な

素材を1500点以上収録。寸法はもち

ろん、色や形状、型番、価格まで収

録しています。

●インターネットから最新の素材をダウンロード
メガソフトのホームページでは、新しい3D素材をダウンロード提供中です。また、各メーカー

の製品情報を多数収録した3Dオフィスデザイナー用素材集(別売)もご利用いただけます。

●おもしろいほど簡単！マウスだけで簡単レイアウト
パレットから必要な家具を選んで平面図上に配置するだけのシンプル操作。オフィスレイ

アウトの特性を考慮した連続コピー機能や整列機能、無制限UNDO・REDOなど便利な入

力支援機能用意。おもしろいほど簡単にきれいなレイアウトが完成します。

●次回からの効率が違うマルチレイヤ編集機能
活動的な企業ほどオフィスレイアウトの変更は頻繁に発生します。3Dオフィスデザイナー

Version2は、一度作成すれば変更の必要のない床・壁・柱などのフロアデザイン(躯体部分)

と、頻繁に変更が発生する机や椅子、書庫などの備品などをそれぞれ別のレイヤとして作

成・保存。レイアウト変更時には変更のあるレイヤだけを編集することで、作業効率が格

段にアップします。

●レイヤ別選択表示機能で簡単確実なレイアウト
各レイヤの表示・非表示を個別にコントロールできる表示切り替え機能を装備。注目した

いレイヤを選択して表示すれば、必要な情報をすばやく確認できます。


