平面図

3Dパース図

機器明細表 の作成時間を大幅短縮

ノートパソコンでプレゼン、CADの経験がなくてもラクラク操作
簡単＆柔軟な躯体作成

ワンクリックで３D、検討自由自在

プレゼンソフトで図形を配置するように簡単に床を描けます。2次元のDXFファイルを下絵にトレース
することも可能なので、
データ資源を有効活用できます。建具関連も充実。扉やカウンターなどの壁
開口、
窓などもパーツを配置するだけ。搬入口用のシャッターや厨房用のスウィングドア、
ホール側の
自動ドアやエレベータまで表現することができます。

豊富＆サイズ変更OKのパーツ

平面図の作成中でも３Dボタン１つでいつでも、
３Dパース図を確認することができます。
３Dだから、
あらゆる
角度でレイアウトを確認。壁や手前にある機器を一時的に削除して、
通常では見えない視点から検討する
こともできます。作成したパース図は画像として他のソフトに貼付けることも可能。
また、
複数の動線を平面
図上に描いて、
ウォークスルームービーの作成・保存もできるので、
プレゼンテーションの幅が拡がります。

即座に機器明細表を作成

豊富に用意された設備機器をサムネイルつきの探しやすいパレッ
トから選んで配置するだけ。平面図・
３D
パース図に連動できるサイズ調整機能により、
寸法違いや変則サイズの板金物も配置ＯＫ。
もちろん機
器に設定したサイズや電気容量などの情報は機器明細表に反映。
また、
平面図は、
文字や線を書き足す
ことができ、
自由な縮尺で印刷できます。
さらにCAD用の２次元ＤＸＦ形式で書き出すことも可能です。

設備機器のレイアウトに連動して、
リアルタイムに明細表が作成されるので、
配置作業の完了と同時
に明細表も完成。集計機能があるので、
エネルギー容量の確認も即座にＯＫ。平面図上の機器には
番号の符番も自動的に行われます。完成した、
明細表は、
平面図だけでなく、
エクセルに貼り付けるこ
とも可能。見積書の作成など事務作業を大幅に軽減することが可能です。
エクセル

CSV

平面図をDXF出力
（例：jw̲win）

■ 収録済み設備機器の分類表
●加熱調理器
01 ガスレンジ
02 電気レンジ
03 ガステーブル
04 電気テーブル
05 コンロ
06 ローレンジ
07 フライヤー
08 グリドル
09 焼物器
10 回転釜・回転炒め機
11 電子レンジ
12 オーブン
13 ベーカリー機器
14 中華レンジ
15 ゆで麺器・そば釜
16 餃子焼器
17 ティルティングパン
18 スープケトル
19 蒸し器
●炊飯関連機器
01 炊飯器
02 洗米器
03 ライスタンク
04 ライスウォーマー
05 炊飯ジャー

●作業機器
01 流し台(D450)
02 流し台(D600)
03 流し台(D750)
04 調理作業台(D450)
05 調理作業台(D600)
06 調理作業台(D750)
07 調理作業台(D900)
08 隅調理台
09 脇台
10 コンロ台
11 炊飯器置台
12 水切り台
13 食器下げ台
14 モービルシンク
15 ワゴン・カート
●収納
01 食器戸棚
02 吊り戸棚
03 パイプ吊り棚
04 平棚
05 上棚
06 パンラック

●冷凍・冷蔵機器
01 冷蔵庫
02 冷凍冷蔵庫
03 冷凍庫
04 恒温高湿庫
05 コールドテーブル
06 ドロワー冷蔵庫
07 ブラストチラー
08 製氷機
09 チップアイスディスペンサー
10 冷蔵ショーケース
●温蔵機器
01 温蔵庫
●洗浄・消毒機器
01 食器洗浄機
02 食器消毒保管庫
03 器具殺菌庫
04 煮沸消毒槽
05 床洗浄機
●衛生・環境機器
01 エアータオル・熱風消毒機
02 手洗器
03 クリーンロッカー

●サービス機器
01 食器保温庫
02 保温器・湯煎器
03 食器ディスペンサー
04 スープウォーマー
05 ヒートランプウォーマー
06 ホットショーケース
07 ティーサーバー・給茶機
08 アイスクリームフリーザー
09 コーヒーメーカー
10 ジュースディスペンサー
11 炭酸水ディスペンサー
12 酒燗器
13 ウォータークーラー
14 タオルウォーマー
●調理機器
01 調理機器
●真空調理器
01 真空調理器
02 真空包装機

【誰でも】
【 簡単に】
【 短時間で】
高画質3Dパースの作成が可能に！

●このパースは厨房プランナーのパースを「Optimage」で高画質レンダリング処理したものです。

高画質パース作成オプション「Optimage」との連係により、
「厨房プラン
ナー」で作成したパースを、光源設定などの手間をかけずに短時間で高画
質なレンダリング画像に加工できます。

別売オプション

●給湯機器
01 湯沸かし器

インターネットレンダリングソフト
[ オプティマージュ ]

※その他ホール用テーブル・椅子等

・「厨房プランナーパーツダウンロードページ」からパーツをダウンロードできます（無料）。 順次パーツを追加しており、リクエストも受け付けています。
・収録パーツには、厨房機器メーカー様より作成・編集の元となる商品情報をご提供いただいたものが含まれています。
・オリジナルパーツの作成を承っております。メーカー様専用パーツ集の作成やホームページでの配布ができるようになります。

標準価格 31,500円（税込）

■追加ライセンス
追加1ライセンス･････・標準価格132,090円（本体価格125,800円）JANコード：4956487004597
追加10ライセンス･････標準価格1,087,800円（本体価格1,036,000円）JANコード：4956487004580
「クイックパーツ作成」
は、オリジナルのシンク・作業台が簡単に作成できる機能です。

155,400

標準価格
円 （本体価格148,000円）
JANコード：4956487004603
■ 動作環境
Windows 8/7/Vista/XP ※Windows XPはSP3以降
対応OS
１GHｚ以上
CPU
ハードディスク必要空き容量 3GB以上
512MB以上
（Windows 7/Vistaの場合は1GB以上）
メモリ
※DirectXモード使用時には32MB以上のビデオメモリが必要
※OpenGLモード使用時には特に制限なし

●お問い合わせ先

■その他のご案内
ディベロッパー版（販売終了）
でご提供しておりました「2Dシンボル関連付け機能」
「属性情報設定機能」につ
いては、厨房プランナー（Ver.1.60以降）単体で設定可能になりました。形状の作成（モデリング）
については、
弊社製品「3Dイラストデザイナー」または「3DマイホームデザイナーPROシリーズ」をご利用ください。
また、厨房プランナー（Ver.1.60以降）
では、
タブレット／スマートフォンに3Dパース図を表示できる
「3Dプ
レイス」に対応しました。

●お取り扱い販社
●体験版のお申し込みはインターネットから

http://www.megasoft.co.jp/
●本カタログの記載内容は2013年4現在のものです。

●記載内容、仕様その他は予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
P.No.22900016-1304H1-KI

