
●標準ツールのショートカットキー
キー コマンド 説　明

［Ctrl］+［N］ 新規作成 新規作成メニューの表示

［Ctrl］+［O］ 開く 既存のファイルを開く

［Ctrl］+［P］ 印刷 作業中の図面を印刷

［Ctrl］+［S］ 上書き保存 作業中の図面を保存

［Ctrl］+［A］ すべて選択 現在のレイヤ上で選択可
能なすべての図形を選択

［Ctrl］+［B］ 選択 図形選択モードに移行

［Ctrl］+［Z］ 元に戻す 直前におこなった動作を
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

［Alt］+［Enter］ 情報 線種、面種、文字種、パー
ツ情報などを変更

［Ctrl］+［F］ 図面上の
パーツ検索 図面上パーツの検索

［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］+［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］+［V］ 貼り付け クリップボードの内容を
貼り付け

●図形移動のショートカットキー
キー コマンド 説　明

［←］ 左へ移動 選択図形を100mm左へ移
動、または左へ表示移動

［→］ 右へ移動 選択図形を100mm右へ移
動、または右へ表示移動

［↑］ 上へ移動 選択図形を100mm上へ移
動、または上へ表示移動

［↓］ 下へ移動 選択図形を100mm下へ移
動、または下へ表示移動

［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

［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

［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

［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

●図形コピーのショートカットキー
キー コマンド 説　明

［Ctrl］+ドラッグ コピー ドラッグした位置にコ
ピー

［Ctrl］+［←］ 左へコピー 選択図形をすぐ左へコ
ピー

［Ctrl］+［→］ 右へコピー 選択図形をすぐ右へコ
ピー

［Ctrl］+［↑］ 上へコピー 選択図形をすぐ上へコ
ピー

［Ctrl］+［↓］ 下へコピー 選択図形をすぐ下へコ
ピー

［Alt］+［←］ 左へ間隔を指
定してコピー

間隔を数値で指定して選
択図形を左へコピー

［Alt］+［→］ 右へ間隔を指
定してコピー

間隔を数値で指定して選
択図形を右へコピー

［Alt］+［↑］ 上へ間隔を指
定してコピー

間隔を数値で指定して選
択図形を上へコピー

［Alt］+［↓］ 下へ間隔を指
定してコピー

間隔を数値で指定して選
択図形を下へコピー

［Ctrl］+［Shift］+［←］ 左へ指定距離の
ところにコピー

距離を数値で指定して選
択図形を左へコピー

［Ctrl］+［Shift］+［→］ 右へ指定距離の
ところにコピー

距離を数値で指定して選
択図形を右へコピー

［Ctrl］+［Shift］+［↑］ 上へ指定距離の
ところにコピー

距離を数値で指定して選
択図形を上へコピー

［Ctrl］+［Shift］+［↓］ 下へ指定距離の
ところにコピー

距離を数値で指定して選
択図形を下へコピー

●3Dウィンドウのショートカットキー
キー コマンド 説　明

［Alt］+［C］ 色・模様パ
レットの表示

柱・壁・床の色・模様パレッ
トの表示切替

ショートカットキー一覧



●作図に便利なショートカットキー
キー コマンド 説　明

［Tab］ 左90度回転 選択図形をその場で
左に90度回転

［Shift］+［Tab］ 右90度回転 選択図形をその場で
右に90度回転

［Crtl］+［G］ 多角形 多角形入力

［Crtl］+［K］ 角柱 角柱入力

［Crtl］+［L］ 補助線 補助線入力

［Alt］+クリック 選択切替 重なっている図形の
選択切替

［Ctrl］+クリック 追加選択 図形の追加選択

［1］or［2］or［3］or［4］ 建具の方向決
定

建具の取り付け向き
を数字キーで選択

［Enter］ 座標値入力
多角形入力で次の頂
点の絶対座標値を入
力する

［Shift］+［＋］ 相対座標入力
多角形入力で次の頂
点の相対座標値を入
力する

●表示切替のショートカットキー
キー コマンド 説　明

［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

［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

［PageDown］ 縮小 表示画面の中心を基
準に縮小

［PageUp］ 拡大 表示画面の中心を基
準に拡大

［Space］ 部分拡大 拡大表示する範囲を
図面上で指定

［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］+［1］ 柱･壁・床表
示On／Off

柱・壁・床レイヤ表
示のOn／Off切替

［Ctrl］+［2］ 建具表示On
／Off

建具レイヤ表示のOn
／Off切替

［Ctrl］+［3］ 家具・設備表
示On／Off

家具・設備レイヤ表
示のOn／Off切替

［Ctrl］+［4］ 小物表示On
／Off

小物レイヤ表示のOn
／Off切替

［Ctrl］+［5］ 天井表示On
／Off

天井レイヤ表示のOn
／Off切替

●レイヤ移動のショートカットキー
キー コマンド 説　明

［Alt］+［1］ 柱・壁・床レイヤ 柱・壁・床レイヤに移動

［Alt］+［2］ 建具レイヤ 建具レイヤに移動

［Alt］+［3］ 家具・設備レイヤ 家具・設備レイヤに移動

［Alt］+［4］ 小物レイヤ 小物レイヤに移動

［Alt］+［5］ 天井レイヤ 天井レイヤに移動

●吸着切替、連続入力モード切替のショートカットキー

キー コマンド 説　明

［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

［F5］ グリッド吸着 グリッド吸着モードに切
替

［F6］ 壁面端点吸着 端点交点吸着モードに切
替（壁は壁面）

［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）

［F10］ 吸着なし 吸着しないモードに切替


