
キー コマンド 説明 キー コマンド 説明

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｎ］ 新規作成 新規に図面を作成 ［←］ 左へ移動 選択図形を100mm左へ移動、または左へ表示移動

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｏ］ 開く 既存のファイルを開く ［→］ 右へ移動 選択図形を100mm右へ移動、または右へ表示移動

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｐ］ 印刷 作業中の図面を印刷 ［↑］ 上へ移動 選択図形を100mm上へ移動、または上へ表示移動

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｓ］ 上書き保存 作業中の図面を保存 ［↓］ 下へ移動 選択図形を100mm下へ移動、または下へ表示移動

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｄ］ DXF入力 DXFファイルを読み込む ［Ｓｈｉｆｔ］＋［←］ 左へ指定距離移動 移動距離を数値で指定して選択図形を左へ移動

［Ｃｔｒｌ］＋［Ａ］ すべて選択 現在のレイヤ上のすべての図形を選択 ［Ｓｈｉｆｔ］＋［→］ 右へ指定距離移動 移動距離を数値で指定して選択図形を右へ移動

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｂ］ 選択 図形選択モードに移行 ［Ｓｈｉｆｔ］＋［↑］ 上へ指定距離移動 移動距離を数値で指定して選択図形を上へ移動

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｚ］ 元に戻す 直前に行った動作を元に戻す ［Ｓｈｉｆｔ］＋［↓］ 下へ指定距離移動 移動距離を数値で指定して選択図形を下へ移動

［Ａｌｔ］＋［ＢａｃｋＳｐａｃｅ］ 元に戻す 直前に行った動作を元に戻す

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｙ］ やり直し 「元に戻す」を取り消す

［Ｄｅｌｅｔｅ］ 削除 選択図形を削除 キー コマンド 説明

［Ａｌｔ］＋［Ｅｎｔｅｒ］ 情報 線種、面種、文字種、パーツ情報などを変更 ［Ｃｔｒｌ］＋［←］ 左へコピー 選択図形をすぐ左へコピー

［Ａｌｔ］＋［Ｐ］ 収納内容 収納内容の登録・参照 ［Ｃｔｒｌ］＋［→］ 右へコピー 選択図形をすぐ右へコピー

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｘ］ 切り取り 選択図形を切り取ってクリップボードに保存 ［Ｃｔｒｌ］＋［↑］ 上へコピー 選択図形をすぐ上へコピー

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｃ］ コピー 選択図形をコピーしてクリップボードに保存 ［Ｃｔｒｌ］＋［↓］ 下へコピー 選択図形をすぐ下へコピー

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｖ］ 貼り付け クリップボードの内容を貼り付け ［Ｃｔｒｌ］＋［Ａｌｔ］＋［←］ 左へコピー 選択図形を可動域・作業域の分、離して左へコピー

［Ｓｈｉｆｔ］＋［Ｄｅｌｅｔｅ］ 切り取り 選択図形を切り取ってクリップボードに保存 ［Ｃｔｒｌ］＋［Ａｌｔ］＋［→］ 右へコピー 選択図形を可動域・作業域の分、離して右へコピー

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｉｎｓｅｒｔ］ コピー 選択図形をコピーしてクリップボードに保存 ［Ｃｔｒｌ］＋［Ａｌｔ］＋［↑］ 上へコピー 選択図形を可動域・作業域の分、離して上へコピー

［Ｓｈｉｆｔ］＋［Ｉｎｓｅｒｔ］ 貼り付け クリップボードの内容を貼り付け ［Ｃｔｒｌ］＋［Ａｌｔ］＋［↓］ 下へコピー 選択図形を可動域・作業域の分、離して下へコピー

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｆ］ パーツ検索 図面のパーツ検索 ［Ｃｔｒｌ］＋［Ｓｈｉｆｔ］＋［←］ 左へ指定した距離にコピー 距離を数値で指定して選択図形を左へコピー

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｅ］ パーツ検索 図面のパーツ検索(償却/リース) ［Ｃｔｒｌ］＋［Ｓｈｉｆｔ］＋［→］ 右へ指定した距離にコピー 距離を数値で指定して選択図形を右へコピー

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｓｈｉｆｔ］＋［Ｆ］ 収納内容検索 図面パーツの収納内容検索 ［Ｃｔｒｌ］＋［Ｓｈｉｆｔ］＋［↑］ 上へ指定した距離にコピー 距離を数値で指定して選択図形を上へコピー

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｓｈｉｆｔ］＋［↓］ 下へ指定した距離にコピー 距離を数値で指定して選択図形を下へコピー

［Ａｌｔ］＋［←］ 左へ間隔コピー 間隔を数値で指定して選択図形を左へコピー

キー コマンド 説明 ［Ａｌｔ］＋［→］ 右へ間隔コピー 間隔を数値で指定して選択図形を右へコピー

標準ツールのショートカットキー

作図に便利なショートカットキー

図形移動のショートカットキー

図形コピーのショートカットキー

［Ｔａｂ］ 左90度回転 選択図形をその場で左に90度回転 ［Ａｌｔ］＋［↑］ 上へ間隔コピー 間隔を数値で指定して選択図形を上へコピー

［Ｓｈｉｆｔ］＋［Ｔａｂ］ 右90度回転 選択図形をその場で右に90度回転 ［Ａｌｔ］＋［↓］ 下へ間隔コピー 間隔を数値で指定して選択図形を下へコピー

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｇ］ 多角形 多角形入力

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｋ］ 角柱 角柱入力

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｌ］ 補助線 補助線入力 キー コマンド 説明

［Ｅｎｔｅｒ］ 座標値入力 入力図形の座標を絶対値で指定 ［Ａｌｔ］＋［１］ 下絵レイヤ 下絵レイヤに移動

［＋］ 相対座標値入力 入力図形の座標を相対値で指定 ［Ａｌｔ］＋［２］ 図面枠レイヤ 図面枠レイヤに移動

左クリック 図形選択 図形を選択 ［Ａｌｔ］＋［３］ 柱・壁・床レイヤ 柱・壁・床レイヤに移動

［Ｓｈｉｆｔ］＋左クリック 選択反転 図形の選択状態を反転 ［Ａｌｔ］＋［４］ 間仕切りレイヤ 間仕切りレイヤに移動

［Ｃｔｒｌ］＋左クリック 追加選択 図形を追加選択 ［Ａｌｔ］＋［５］ ゾーンレイヤ ゾーンレイヤに移動

［Ａｌｔ］＋左クリック 次選択 同じ場所にある別の図形を選択 ［Ａｌｔ］＋［６］ 建具レイヤ 建具レイヤに移動

［Ａｌｔ］＋［７］ 備品レイヤ 備品レイヤに移動

［Ａｌｔ］＋［８］ 小物レイヤ 小物レイヤに移動

キー コマンド 説明 ［Ａｌｔ］＋［９］ 天井レイヤ 天井レイヤに移動

［Ｈｏｍｅ］ 全体表示 すべての図形が表示されるよう表示倍率を調整 ［Ａｌｔ］＋［０］ TEL・LANレイヤ TEL・LANレイヤに移動

［Ｃｔｒｌ］＋［Ｗ］ 全体表示 すべての図形が表示されるよう表示倍率を調整 ［Ａｌｔ］＋［Ｓｈｉｆｔ］＋［１］ 設備記号レイヤ 設備記号レイヤに移動

［ＰａｇｅＤｏｗｎ］ 縮小 表示画面の中心を基準に縮小 ［Ｃｔｒｌ］＋［１］ 下絵表示On/Off 下絵レイヤ表示のOn/Off切替

［ＰａｇｅＵｐ］ 拡大 表示画面の中心を基準に拡大 ［Ｃｔｒｌ］＋［２］ 図面枠表示On/Off 図面枠レイヤ表示のOn/Off切替

マウスホイールを回転 拡大・縮小 図面を拡大・縮小 ［Ｃｔｒｌ］＋［３］ 柱・壁・床表示On/Off 柱・壁・床レイヤ表示のOn/Off切替

［スペース］ 部分拡大 拡大表示する範囲を図面上で指定 ［Ｃｔｒｌ］＋［４］ 間仕切り表示On/Off 間仕切りレイヤ表示のOn/Off切替

［Ｆ１］ ユーザーズマニュアル ユーザーズマニュアルを開く ［Ｃｔｒｌ］＋［５］ ゾーン表示On/Off ゾーンレイヤ表示のOn/Off切替

［Ｃｔｒｌ］＋［６］ 建具表示On/Off 建具レイヤ表示のOn/Off切替

［Ｃｔｒｌ］＋［７］ 備品表示On/Off 備品レイヤ表示のOn/Off切替

キー コマンド 説明 ［Ｃｔｒｌ］＋［８］ 小物表示On/Off 小物レイヤ表示のOn/Off切替

［Ｆ４］ 自動吸着 端点,交点,グリッドなどへの自動吸着モードに切替 ［Ｃｔｒｌ］＋［９］ 天井表示On/Off 天井レイヤ表示のOn/Off切替

［Ｆ５］ グリッド吸着 グリッド吸着モードに切替 ［Ｃｔｒｌ］＋［０］ TEL・LAN表示On/Off TEL・LANレイヤ表示のOn/Off切替

［Ｆ６］ 壁面端点吸着 端点交点吸着モードに切替（壁は壁面） ［Ｃｔｒｌ］＋［Ｓｈｉｆｔ］＋［１］ 設備記号表示On/Off 設備記号レイヤ表示のOn/Off切替

［Ｆ７］ 壁芯端点吸着 端点交点吸着モードに切替（壁は壁芯）

［Ｆ８］ 壁面線上吸着 線上吸着モードに切替（壁は壁面）

［Ｆ９］ 壁芯線上吸着 線上吸着モードに切替（壁は壁芯） キー コマンド 説明

［Ｆ１０］ 吸着なし 吸着しないモードに切替 ［Ａｌｔ］＋［Ｃ］ 色・模様パレット 柱・壁・床の色・模様パレットの表示

３Ｄウィンドウのショートカットキー

吸着切替/連続入力モード切替のショートカットキー

表示切替のショートカットキー

レイヤ操作のショートカットキー

［Ｆ１１］ 連続入力 図形連続入力のOn/Off切替 ［Ｃｔｒｌ］＋［Ｗ］ 動線再生パレット 動線再生パレット表示切替


