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標準価格　58,000円（税別）

高速オフィスレイアウトソフト



新時代のオフィスレイアウトソフト
21世紀のオフィスレイアウトはここから始まる
「3DオフィスデザイナーPRO」は、オフィスレイアウト作成の時間とコストを削減し、3D画像を使った、わかりやすいスピーディー
な提案で意思決定を早め、顧客満足度の高い効率的な営業活動を支援する新時代のオフィスレイアウトソフトです。

■効果的な営業活動を支援
これまでは顧客との打合せからCADで平面図を作成

したり、ひとつひとつのパース図を長時間かけて手書き

で作成したりと、提案するまでに多大な時間と労力を

必要としていました。3DオフィスデザイナーPROを使え

ば、CADなどの専門知識がなくてもパソコンで簡単に

オフィスレイアウト・シミュレーションできるので、ビジネス

チャンスを逃しません。

■オフィスレイアウト作成の手間を軽減
オフィスレイ

アウトで一番

時間を要する、

オフィス の

形状（床・壁・

柱など）の作成を軽減するために、

3DオフィスデザイナーPROには、2次

元DXFデータ入出力機能や下絵

図面読込機能、数値入力による形状作成機能や床・

壁の円弧化機能、円柱作成機能を搭載。すでにある

紙の図面をスキャナで読み込んだり、CADで作成され

た2次元DXFデータを取り込むことで、複雑な形状の

オフィスも簡単で正確に作成でき、作業時間の短縮を

実現します。

■ＤＸＦデータの入出力をサポート
3ＤオフィスデザイナーＰＲＯでは、ＤＸＦデータの入出力

機能を搭載しています。ＣＡＤソフトで作成されたデータ

を利用して素早いオフィスレイアウトが実現します。3Ｄ

オフィスデザイナーＰＲＯで入出力されるＤＸＦデータは、

ＧＸ-Ⅲレベルであり、入力できるプリミティブの種類は

次の5種類です。ＬＩＮＥ（線）／ＣＩＲＣＬＥ（円）／ＡＲＣ

（円弧）／ＴＥＸＴ（文字）／ＰＯＬＹＬＩＮＥ（折れ線）。なお、

ＰＯＬＹＬＩＮＥはフィットカーブ（折れ線の途中に円弧が

挿入されている形式）の形式には対応しておりません。

スピーディーなオフィスレイアウトが可能

混在するオフィスの情報も

■天井・電話・LAN・電源の図面も作成可能
オフィス施工に必要な電話、ＬＡＮ、電源の配線図を

それぞれ専用のレイヤで作成、レイアウトから配線まで

ひとつのデータで管理することができます。

また、天井レイヤで照明や空調などのレイアウトを作成

して、すべてのオフィス

環境を考慮しながらレイ

アウトの作成・管理がで

きるので、顧客から施工

業者との打合せまで幅

広くご利用いただけます。
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■マルチレイヤ編集機能で確実なレイアウト
顧客との打合せの中でレイアウトプランの変更が頻繁

に発生します。3DオフィスデザイナーPROは、変更する

必要がない床・壁・柱・天井などの固定された躯体と、

変更が多発するオフィス家具などのレイアウトをそれ

ぞれ別のレイヤとして作成・保存できるので、顧客から

の急な要望にも必要なレイヤを編集するだけで、新

しい平面図を作成できます。素早い対応は顧客から

の信頼を生み出します。

■簡単レイアウトで作業時間を短縮
オフィス家具などの素材はパレットから選んで平面図上

にドラッグ＆ドロップするだけで配置でき、オフィスレイ

アウトに必要な連続コピーや整列機能、数値移動や

寸法線入力をはじめ、無制限アンドゥ・リドゥなど便利な

入力支援機能、グループ化機能やグループ登録機能

など、作業効率を上げる優れた機能を搭載しています。

■2000点以上の豊富な素材を収録
3DオフィスデザイナーPROでは、オフィス家具をはじめ、

電化製品や照明器具、階段や人物など、オフィスレイ

アウトに必要とされるさまざまな家具や備品を2000点

以上収録。また、パーツ属性の編集やインターネット

からダウンロードしてパーツ素材を追加登録できるので、

さまざまなオフィスシーンをデザインできます。



もひとつのレイアウトで管理

説得力のある3D画像でプレゼン効果もアップ

■多彩な集計表作成機能
オフィス家具などの素材には型番や価格、内線番号や

IPアドレスなどを登録することができます。パーツに登録

されたデータを利用して、ゾーン別パーツ集計表や、

フロア一覧表、内線番号一覧表やIPアドレス一覧表

などが簡単に作成できます。

作成した一覧表を、ＣＳＶ形式で

出力し、Excelなどの表計算ソフト

に取り込めば、見積書や提案書

をはじめ、顧客データ管理などを

簡単に作成することができます。

■作成したレイアウトをその場で3D化
作成した平面図レイアウトは3Dボタンを押すだけで

自動的に立体化。さまざまな角度からオフィスを確認

することができます。また、3DオフィスデザイナーPROを

ノートパソコンに入れてお客様の前でシミュレーション

すれば、さまざまな要望を引き出すことができ、お客様に

も満足のいくプレゼンテーションが実現します。

■高品位画像で
プレゼンテーション資料の作成

作成した平面図は図面枠を挿入して印刷すれば、その

まま提案図面として利用できます。また、3Ｄイメージは、

視点登録したシーンをそのままカラープリンタで高品位

印刷することができます。さらに、イメージ保存で出力した

平面図やパース図は弊社製品「プレゼンボードデザイナー」

に貼り付けることができます。プレゼンボードデザイナー

ではメディアプレスなどの画像の貼り付けから文字や

図形のデザインまで、プレゼンボード作成に特化した

機能と搭載。より効果的なプレゼンテーション資料が

作成できます。

■こんな方におすすめします
ファシリティーマネージャー／オフィス家具・事務機器

販売会社／オフィスレイアウトや管理に関わる方／

総務、システム部門、経営者／インテリアデザイナー、

プランナー／建築関係企業／建築・デザイン学生、

その教育機関

■自由な角度からオフィスを確認
3DオフィスデザイナーPROは、3D化したときに特定の

視点からオフィスを確認することができる視点登録機能

を搭載。あらかじめ視点を登録しておけば、顧客からの

変更依頼があった部分も、平面図を編集するだけで、

すぐに3Dでシミュレーションすることができます。

■3Dマイホームデザイナーシリーズとの連携
3ＤオフィスデザイナーＰＲＯで3Ｄ化したデータを、3Ｄマイ

ホームデザイナーＰＲＯシリーズで読み込み、作成した

オフィスの中をウォークスルー機能で自由に歩き回った

り、レンダリング機能でさらに美しいパース図を作成した

りできます。また、必要な素材を3Dマイホームデザイナー

シリーズで作成し、3DオフィスデザイナーPROに追加

登録することができます。オフィス以外のレイアウトも

提案・検討することが可能です。

■ダウンロードによるパーツ素材の追加
3DオフィスデザイナーPROでは、3Dマイホームデザイ

ナーシリーズで作成した3Dパーツを追加登録すること

ができます。ホームページからダウンロード可能な3D

マイホームデザイナー形式のデータを作業領域に

ドラッグ＆ドロップするだけで自動的に解凍され、入力

パレットにサムネールが追加登録、平面図に2次元

シンボルが表示されます。また、作成した3Dデータを

エクスプローラから作業領域にドラッグ＆ドロップする

ことにより、入力パレットへのサムネールの追加登録、

平面図への2次元シンボルが配置され、さまざまな

ビジネスシーンのデザインが実現します。
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3Dオフィスデザイナー パーツソリューションシステム
メガソフトでは3Dオフィスデザイナー専用パーツ作成システム「パーツソリューションシステム」を発売。メーカー独自のオリジナルパーツを作成して3Dオフィスデザイナー

PROで利用できる便利な機能を搭載。オリジナルパーツの作成から配信までをトータルサポートし、ビジネス拡大に最適なソリューションシステムをご提供します。

※パーツソリューションシステム、ライセンスパック、製品のカスタマイズに関してのお問い合わせは、メガソフトホームページをご覧下さい。

■開発／販売:メガソフト株式会社 Copyright（C）1999-2001, MEGASOFT Inc. ■ 3D表示部分には、CyberWalkerSDK（ ）を使用しています。

Windows
Me/98/95/2000/NT4.0対応

標準価格 58,000円（税別）

■動作環境
CPU Pentium166MHz以上（PentiumⅡ266MHz以上を推奨）

稼動OS Windows Me/98/95/2000/NT4.0（NT4.0はService Pack3以上）

メモリ 64MB以上（128MB以上を推奨）

ハードディスク 350MB以上の空きエリアが必要

ディスプレイ 800×600／32,000色以上（1024×768ドット以上を推奨）

グラフィックボード パソコン本体の標準環境で動作可能

その他の周辺機器 スキャナがあれば図面の読み込みが可能

プリンタがあれば高品位カラー印刷が可能

■ライセンスパックのご案内
ライセンスパックは、企業や組織単位でソフトウェアを一括導入する際に、低コストでしかも効率的に導入できるよう、

ソフトウェアの使用権を追加購入できるシステムです。

ライセンス数 標準価格（税別） 単価（税別）

追加5ライセンス 203，000円 40，600円

追加10ライセンス 348，000円 34，800円

追加50ライセンス 1，450，000円 29，000円

追加100ライセンス 2，320，000円 23，200円

関連製品のご紹介

Version2

Windows Me/98/95/2000/NT4.0対応

標準価格 48,000円（税別）
Windows Me/98/95/2000/NT4.0対応

標準価格 28,000円（税別）

高機能3D住宅シミュレーションソフトプレゼンテーションボード作成ソフト

ホームページ http://www.megasoft.co.jp/odpro/

■図面編集機能 入力（補助線入力／多角形入力／円弧

状変形／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）、頂点（頂点追加／頂点

数値移動／頂点削除）、グループ（グループ化／グループ

解除／グループ登録／グループ読込）、吸着（自動吸着／

グリッド吸着／壁面端点吸着／壁芯端点吸着／壁面線上

吸着／壁芯線上吸着）、図面枠（図面枠作成開始／図面

枠用長方形入力／図面枠再配置／図面枠マクロ設定／

図面枠センタリング／図面枠保存）

■データ編集機能

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／天井レイヤ／TELレイヤ／LANレイヤ／電源レイヤ）、

測定（面積測定／距離測定／角度測定）、集計（フロア一覧表／

パーツ集計表／ゾーン別パーツ集計表／パーツ情報表）、

視点（視点登録／座席視点登録／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ウィンドウ解像度指定印刷）、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（平面図2次

元DXF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）／2次元DXF

入出力（dxf）／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）

高速オフィスレイアウトソフト

■主な機能

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


