１週間で受験準備。体験版を使った学習プラン
はじめに
職場や学校で３Ｄマイホームデザイナーを使っていても、いざ試験となると不安なもの。そこで、無
料体験版 (7 日間有効 ) を使った、学習（＝準備）プランをご案内します。３Ｄマイホームデザイナー検
定は全ての機能からランダムに出題されます。マニュアルを参考にして一通りの機能を習得しましょう。
普段使わない機能や、今まで知らなかった操作方法を知ることによって制作時間を短縮できます。
検定概要についてはこちら

⇒

http://www.megasoft.co.jp/kentei/

準備

～敵を知り我を知れば百戦危うからず～
■まずは模擬問題「「必勝！ 100 問＆解説」を確認。どんな問題が、どんな分量出題されるのか、
全体的なイメージを掴んで下さい。
必勝！ 100 問＆解説

⇒ http://www.megasoft.co.jp/kentei/Try100̲&̲Study.pdf

■次に「使い方ガイド」で、マイホームデザイナーの操作の流れを見直しましょう。全体を大づか
みすることは大切です。
使い方ガイド

⇒ http://www.megasoft.co.jp/3d/guide/2/#guide̲step02

■いよいよ、「学習プラン」に沿って各項目を確認。体験版は “インストールから１週間有効” です
から、計画的に進めましょう。
体験版

⇒

https://www.megasoft.co.jp/cgi-bin/try/pro9ex/cgi/form.pl
※体験版は 7 日間無料でご試用いただけます。

■模擬試験「必勝！ 100 問＆解説」で最終チェック。体験版が使える内にチェックしましょう。

マニュアルをダウンロードする
http://www.megasoft.co.jp/support/3d/865/
マニュアルは PRO8 シリーズ（PRO8,PRO8EX,PRO8EX2,Neo2, リフォームデザイナー）です。
全体的な使用感は同一ですが、PRO9 シリーズ（PRO9,PRO9EX,Neo3, リフォームデザイナー 2）で
受験する場合は、次の資料で製品による機能の違いが確認できます。
各製品の新機能はこちらから
・PRO9EX ⇒ http://www.megasoft.co.jp/3d/pro9ex/new-function/
・PRO9 ⇒ http://www.megasoft.co.jp/3d/pro9/new-function/
・Neo3 ⇒ http://www.megasoft.co.jp/3d/neo3/new-function/
・リフォームデザイナー２ ⇒ http://www.megasoft.co.jp/3d/reform-designer2/new-function/

１日１時間 ×７日間

学習プランの流れ

1 日目 間取り画面
■ 作業エリアの準備から部屋の配置までの操作を学習します
1、 作業エリアを準備
2、 下絵を読み込む（サンプルあり）
3、 敷地、道路、高低差を作成する（三斜、高低差、道路は Neo シリーズなし）
4、 部屋を配置（部屋の設定）する
2 日目 間取り画面
■ 壁の編集から階段の配置までの操作を学習します
5、 壁編集、柱・梁を配置
6、 床・天井編集（EX と Neo シリーズのみの機能）
7、 階段配置、設定
3 日目 間取り画面
■ 間取り画面でパーツを配置する操作を学習します
8、 建具配置（一括配置、建具作成、造作出窓）
9、 カーテン配置（EX と Neo シリーズのみの機能）
10、 間取りでパーツを配置する
4 日目 間取り画面
■ 屋根と間取り画面にあるプレゼン機能の操作を学習します
11、 屋根作成
12、 屋根に設備を配置する
13、 間取り図を印刷する・CAD データ出力
14、 間取りのツール（寸法線の表示・文字入力など）
5 日目 ３Ｄ画面
■ テクスチャ貼り付けとパーツを配置する操作を学習します
14、 テクスチャ設定
15、 パーツの配置、登録
16、 形状作成
17、 DXF ファイルを読み込む
6 日目 ３Ｄ画面
■ 壁の装飾とパース図を仕上げる操作について学習します
18、ニッチを配置
( ニッチは EX と Neo シリーズのみの機能、トリムはＮeo シリーズなし）
19、視点登録・背景設定
20、光源設定
21、印刷
7 日目 ３Ｄ画面にあるプレゼン機能の操作を学習します
■ ３Ｄ画面のプレゼン機能をみる
22、 イメージ仕上げ（レンダリング含む）
23、 ウォークスルー
24、 ３Ｄプレイス、プレゼンボードデザイナー
25、 ３Ｄ画面のツール（視点移動など）

マニュアルのページ
・作業エリアの準備ｐ30 ～ 33
■作業エリアの準備から部屋の配 ・下絵読み込み、下絵の補正
ｐ34 ～ 37
置までの操作を学習します
・敷地の作成（三斜）
ｐ39 ～ 40
1、作業エリアを準備
・道路、道路高低差ｐ41
2、下絵を読み込む ( サンプル有り）
3、敷地、道路、高低差を作成する ・敷地の条件ｐ42
・敷地の高低差ｐ43 ～ 44
（三斜、高低差、道路は Neo シ
・ＧＬ設定ｐ45
リーズなし）
・部屋の作成ｐ46 ～ 51
4、部屋を配置（部屋の設定）する
・部屋セットの登録ｐ93

１日目の学習

試してみよう
サンプルファイル
・敷地の条件設定
・1 日目 _ 敷地 .m3d
・敷地の多角形入力
・1 日目 _ 部屋配置 .m3d
・部屋セットの登録
・右クリックメニュー
・下絵用１階 .dxf
( 部屋・敷地選択時） ・下絵用１階 .jwc
・下絵の削除
・間取り図 .png
・2 階のバルコニーに
「屋根をつける」
・バルコニーの「手摺高」
ダウンロードする
を 1000 ㎜ に変更する

敷地の高低差を作成する
敷地を作成する

道路の高低差を設定する

下絵をグリッドにあわせる

道路を作成する

↑サンプルファイル

操作画面は PRO9EX です

1 日目 _ 敷地 .m3d

部屋の単位を変更する

部屋名を非表示にする

下絵の上に部屋を配置する

部屋名を移動する

多角形の部屋を作成する

ポーチの「床高」を変更する

部屋名を変更する
↑1 日目 _ 部屋配置 .m3d

マニュアルのページ

２日目の学習
■壁の編集から階段の配置までの
操作を学習します
5、壁編集、柱・梁を配置
6、床・天井編集
（EX と Neo シリーズのみの機能）
7、階段配置、設定

・壁の編集ｐ52 ～ 54
・Ｒ壁の作成ｐ55
・柱・梁ｐ56 ～ 57
・床・天井の編集ｐ58 ～ 62
・階段の配置ｐ64 ～ 69

試してみよう
・壁の編集を一通り確認する
・柱の配置
・階段の編集・デザイン変更
・床・天井の編集を
一通り確認する

サンプルファイル
・2 日目 .m3d

ダウンロードする

階段を配置する

階段は部屋に
配置します

1階

壁を削除する
梁を使って天井を装飾する

壁に開口部を設定する

壁を削除する

↑2 日目 .m3d（1 階）

操作画面は PRO9EX です

床の一部に段差をつける

階段を配置した上の階には
「吹き抜け」が自動的に
配置されます

2階

壁を削除する
勾配天井を作成する

折上げ天井を「コーブ照明」にする

折上げ天井を作成する

↑2 日目 .m3d（2 階）

３日目の学習
■間取り画面でパーツを配置する
操作を学習します
8、建具配置（一括配置）
9、カーテン配置
（EX と Neo シリーズのみの機能）
10、間取りでパーツを配置する

マニュアルのページ
・建具の配置ｐ70
・建具作成ｐ71 ～ 72
・造作出窓ｐ73
・オリジナルカーテンの作成
ｐ82 ～ 83
・塀、アプローチの作成
ｐ84 ～ 85
・パーツｐ74 ～ 76
・パーツのコピー、移動
98 ～ 101

試してみよう
・建具・照明の一括配置
・建具作成
・造作出窓
（EX と Neo シリーズ
のみの機能）
・外構（形状）の作成機
能を一通り確認する

サンプルファイル
・3 日目 .m3d

ダウンロードする

各部屋に建具を配置する

1階

塀を作成する

外構パーツを配置
設備記号を配置
住宅設備パーツを配置

カーテンを作成する

自由入力を使って形状作成

操作画面は PRO9EX です

↑3 日目 .m3d（1 階）

2階

住宅設備パーツを配置

設備記号を配置

建具のサイズにあわせたカーテンを
簡単に作成する場合は建具を選択し
て「右クリックメニュー」にある
「カーテン作成」を選択する。

各部屋に建具を配置する

カーテンを作成する

↑3 日目 .m3d（2 階）

４日目の学習
■屋根と間取り画面にあるプレゼン
機能の操作を学習します
11、屋根作成
12、屋根に設備を配置する
13、間取り図を印刷する
・CAD データ出力
14、間取りのツール
（寸法線の表示・文字入力など）

マニュアルのページ
・屋根の作成ｐ86 ～ 91
・庇を作成するｐ92
・天窓の配置ｐ63
・太陽光パネルの作成
ｐ164 ～ 167
・パレットｐ78 ～ 81
・寸法・線・文字ｐ94 ～ 97
・印刷ｐ102
・CAD データ出力ｐ195

試してみよう
・手動屋根の作成
・屋根の部分装飾
（PRO9 シリーズ新機能）
・ドーマ
（PRO9 シリーズ新機能）
・太陽光パネルの作成
（Neo シリーズなし）
・寸法線の表示、文字入力
・印刷、出力

サンプルファイル
・4 日目 .m3d

ダウンロードする

1階
庇を作成する

↑4 日目 .m3d（1 階）

操作画面は PRO9EX です

2階

切妻（縦）にする

天窓をつける

屋根を編集する

間取りを立体化して
外観を確認する

↑4 日目 .m3d（2 階）

●サンプルファイルと同じ外壁デザインにする場合
外装スタイル
［設定］メニューの
［立体化設定（外装・内装・屋根・
階高）］を選択。
「外装スタイル」から、
「既定（幕板なし）」を選択して
「新規」をクリックします。
既定（幕板なし）

新規

チェックを入れる

1250

と入力する

チェックを外す

「2 階外壁」タブを選択して、「2 階外壁の上部と下部を別仕上げにする」にチェックをいれる。
「仕上分割高」に 1250 と入力。「2 階外壁の上部と下部をの間に幕板を付ける」のチェックを
外して「OK」をクリックします。

マニュアルのページ

５日目の学習
■テクスチャ貼り付けとパーツ
を配置する操作を学習します
15、テクスチャ設定
16、パーツの配置、登録
17、形状作成
18、DXF ファイルを読み込む

外観

試してみよう

・屋根の作成ｐ86 ～ 91
・庇を作成するｐ92
・天窓の配置ｐ63
・太陽光パネルの作成
ｐ164 ～ 167
・パレットｐ78 ～ 81
・寸法・線・文字ｐ94 ～ 97
・印刷ｐ102
・CAD データ出力ｐ195

サンプルファイル

・手動屋根の作成
・屋根の部分装飾
（PRO9 シリーズ新機能）
・ドーマ
（PRO9 シリーズ新機能）
・太陽光パネルの作成
（Neo シリーズなし）
・寸法線の表示、文字入力
・印刷、出力

サンプルファイルのように間取り側で外装スタイル
を編集した場合、外装は「一括変更」ではなく、
外壁材、屋根材と個別にテクスチャを貼る。

・5 日目 .m3d
・塀 350.DXF
・塀 500.DXF
・塀 700.DXF

ダウンロードする

屋根材を貼る

樹木パーツを配置
外壁材を貼る
形状を作成して
石材を貼る

外床材を貼る

道路の色を変更する

石材を貼る
車パーツを配置して色を変更する

DXF ファイルを読み込み、石材を貼る

↑5 日目 .m3d

木質材を貼る
操作画面は PRO9EX です

内観 1 階

内装は「一括変更
（ナチュラル 02）」
を設定する

内観 2 階
各部屋（1 階・2 階）に
照明パーツを配置する
壁の 1 面だけテクス
チャを貼り替える

配置したパーツのテクスチャを替える

各部屋（1 階・2 階）にパーツを配置する

ベットパーツからベット
フレームを削除する

引出しの形状を作成して、
色を設定する

マニュアルのページ

６日目の学習

・壁装飾ｐ122 ～ 123
■壁の装飾とパース図を仕 ・背景ｐ150
上げる操作について学習 ・光源ｐ151 ～ 154
・壁の表示切替ｐ105
します
・表示・視点ｐ108 ～ 110
19、ニッチを配置
・カメラ、登録
20、視点登録・背景設定
ｐ111 ～ 114
21、光源設定
・印刷ｐ156
22、印刷
・立面図など印刷ｐ192 ～ 194
照明パーツが配置
されている部屋

試してみよう

サンプルファイル

・トリム、バルコニーの配置
（PRO9 シリーズ新機能）
・前景
（PRO9 シリーズ新機能）
・朝夕夜の背景設定
・光源設定プロパティ
・印刷、範囲指定

・6 日目 .m3d

ダウンロードする

選択中の光源
選択した光源の
明るさを調整する

光源設定

各部屋（1 階・2 階）の光源を調整する
部屋に配置されて
いる照明パーツの
名称
パース図
LDK 側を見る
↓↑6 日目 .m3d

操作画面は PRO9EX です

選択中の光源
壁の表示切替

視点を登録する

ニッチを配置して
壁材を貼る

各部屋（1 階・2 階）の光源を調整する

コーブ照明の光源を選択中

パース図
個室側を見る
サンプルファイルの内観視点は全て、壁の
表示切替を「間の壁を非表示」にする。

視点登録

外観

視点登録

内観

７日目の学習
■３Ｄ画面にあるプレゼン機能
の操作を学習します
23、イメージ仕上げ
（レンダリング含む）
24、ウォークスルー
25、プレゼンボードデザイナー
26、３Ｄ画面のツール
（視点移動など）

マニュアルのページ

試してみよう

・レンダリングｐ186
・アレンジ出力ｐ187
（EX と Neo シリーズのみの機能）
・Optimageｐ188 ～ 191
（EX と Neo とオプション用機能）
・ウォークスルーｐ204 ～ 207
・天井の表示切替、あおり補正ｐ106
・グリッド・画面レイアウトｐ107
・ドアの開閉ｐ155
・２画面リンクｐ180
・パースの表現ｐ182
・ＣＡＤ出力ｐ195 ～ 197
・３Ｄプレイスｐ199 ～ 203
・プレゼンボードデザイナー
ｐ210 ～ 214

・あおり補正
（EX と Neo シリーズ
のみの機能）
・特殊効果
・ドアの開閉
・MOVIE
・2 画面リンク
・３Ｄプレイス
・出力

サンプルファイル
・7 日目 _ 外観
レンダリング .m3d
ダウンロードする

・7 日目 _ 内観
レンダリング .m3d
ダウンロードする

・7 日目 _ ウォーク
スルー .m3d
ダウンロードする

・ご提案 .pbf
・ロゴ .bmp
・断面 01.bmp
・断面 02.bmp
ダウンロードする

レンダリング用の視点を登録する

不必要な部屋の
光源を OFF にする

装飾パーツを追加

レンダリング用に
背景を設定する

照明パーツを追加
レンダリング用に光源の
明るさや位置を調整する

7 日目 _ 外観レンダリング .m3d

操作画面は PRO9EX です

前景を設定した例

ＬＤＫ

洋室

オプティマージュでレンダリングした画像

「7 日目 _ 内観レンダリング .m3d」でオプティ
マージュレンダリングをした画像（洋室・ＬＤＫ）

オプティマージュでレンダリングした画像
自動ウォークスルー

操作画面は PRO9EX です

手動ウォークスルー

平面図で軌跡を作成する

サンプル軌跡
を再生する

現在地と目的地を
決めて再生する

↑7 日目 _ ウォークスルー .m3d

プレゼンボードデザ
イナーを起動する
3D プレイス
を使う

パース図
を出力する

特殊効果
を使う

２画面リンクを使う

プレゼンボードデザ
イナー操作画面

アート効果
を試す

パース図をパレットに表示する
パレット

↑6 日目 .m3d

間取り図をパレットに表示する

画像を挿入する
（ドラッグ＆ドロップ
でも読み込める）
文字を入力する

背景図形を作成する

ご提案 .pbf →

ご利用上の注意
・１日１時間 ×７日間

学習プラン、サンプルファイルの使用方法についてのお問い合わせには

お答えしておりません。
・サンプルファイルを使用したことによって生じた結果につきましては弊社は責任を負いかねま
すのでご了承ください。
・サンプルファイルは弊社の都合により予告なく内容を変更・改訂する場合があります。あらか
じめご了承ください。
・3D デザイナーシリーズの互換性について
サンプルは 3D マイホームデザイナー PRO9EX で作成しています。すべての 3D デザイナーシリ
ーズで開き、参照することができます。但し、新しい機能で作成されたものは、その機能が搭載
されていない他製品や旧製品で編集することができません。
・旧バージョンとの互換性について
3D マイホームデザイナー PRO9、PRO9EX に搭載されている新しい機能を使用して作成したもの
は、旧製品で再現編集することができません。詳細は以下をご覧ください。
http://www.megasoft.co.jp/support/3d/958/

サンプルファイルをダウンロードする
１日目のファイルをダウンロードする

Zip 圧縮

4.39 MB

２日目のファイルをダウンロードする

Zip 圧縮

2.38 MB

３日目のファイルをダウンロードする

Zip 圧縮

8.44 MB

４日目のファイルをダウンロードする

Zip 圧縮

7.43 MB

５日目のファイルをダウンロードする

Zip 圧縮

12.4 MB

６日目のファイルをダウンロードする

Zip 圧縮

12.3 MB

「外観レンダリング」ファイルをダウンロードする

Zip 圧縮

18.8 MB

「内観レンダリング」ファイルをダウンロードする

Zip 圧縮

18.6 MB

「ウォークスルー」ファイルをダウンロードする

Zip 圧縮

14.7 MB

「ご提案」ファイルをダウンロードする

Zip 圧縮

3.91 MB

