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以下の機能を新規に追加いたしました。

No リボン名 機能名 アイコン 機能概要

1 [B.共通]-[注釈] X-寄せ
選択したファミリや2D図形の位置を揃えます。

図形全体の大きさに対する位置合わせとなります。

X中央寄せ

X+寄せ

Y+寄せ

Y中央寄せ

Y-寄せ

Z+寄せ

Z中央寄せ

Z-寄せ

2 [B.共通]-[注釈] Xで整列

Yで整列

3 [B.共通]-[注釈] Xでオフセット整列

Yでオフセット整列

4 [B.共通]-[選択] 断面で選択
断面図、立面図において、ビューの断面線と交差する図形を

選択します。

5 [B.建築]-[壁] 結合禁止
性能壁→一般壁の順番で選択する事で、一般壁の端部を結合

禁止にして、端部を性能壁の面に移動します。

6 [B.建築]-[壁] 強制結合
性能壁→一般壁の順番で選択する事で、一般壁の端部の結合

禁止を解除して、普通に結合します。

7 [B.建築]-[エリア] エリア番号自動入力
設定したルールに従って、選択したエリアの番号を自動的に

作成します。

8 [B.構造]-[作成] コンクリート数量
指定した一般モデルのインプレイスファミリの範囲内にある

躯体の容積を求めて、その図形を出力します。

各方向に対して、一定間隔で整列します。

間隔は指定できず、X/Y方向の最大最小の図形を維持してその

間の図形の間隔を調整します。

各方向に対して、指定した間隔で整列します。

X/Yの小さい方を基準に一定間隔で整列します。



以下の機能を強化いたしました。

No リボン名 機能名 アイコン 機能概要

1 [B.共通]-[検索] 検索
右クリックメニューに、クリップボードにコピーとCSV出力

を追加いたしました。

一覧に「カテゴリ-ファミリ-タイプ名列」と「レベル」列を

追加いたしました。

2 [B.共通]-[注釈] 梁 梁の断面図の際の寸法作成に対応いたしました。

3
[B.建築]-[ドア・

窓]
窓 窓の左右の結合に対応しました。

以下の障害を修正いたしました。

No リボン名 機能名 アイコン 機能概要

1 全般 ネットワークライセンス
一部の環境でライセンスが開放できない件を修正いたしまし

た。

2 [B.構造]-[作成] 梁ふかし
一部のデータにおいて、梁ふかしに失敗してしまう問題に対

応いたしました。

3 [B.共通]-[ビュー] フィルタ作成

フィルタ作成で、長さに関するパラメータに対してフィルタ

を作成すると正常に色分けされないことがある問題に対応い

たしました。

4
[B.共通]-[フォル

ダ]
ファミリカタログ

ファミリカタログで、ひらがなカタカナが正常に検索できな

い問題を改善しました。

5
[B.共通]-[メンテ

ナンス]
ファミリ書出

エクセル出力した際に、Excelの機能で文字列が変更されてし

まうことに対して、書式を文字列で出力するように変更いた

しました。



ファミリに対して、以下の修正いたしました。

No カテゴリ 機能orファミリ名

1 ドア ドアローダーファミリ全般

2 窓 窓ローダーファミリ全般

3 カーテンパネル CP D 片引.rfa

4 カーテンパネル CP E 引違.rfa

5 カーテンパネル CP F 引分.rfa

6 カーテンパネル
CP FIX ガラス バックパネル

付.rfa

7 カーテンパネル CP FIX ガラス.rfa

8 カーテンパネル CP FIX ガラリ.rfa

9 カーテンパネル CP FIX パネル.rfa

10 カーテンパネル CP FIX フェンス.rfa

11 カーテンパネル CP FIX 框.rfa

12 カーテンパネル
CP M5-M11 回転窓 バックパネ

ル付.rfa

13 カーテンパネル CP M5-M11 回転窓.rfa

14 カーテンパネル CP Sh シャッター.rfa

15 カーテンパネル CP 垂壁.rfa

16 カーテンパネル CP 防火扉.rfa

17 カーテンパネル CP - なし.rfa

18 カーテンパネル CP A 片開.rfa

19 カーテンパネル CP B 両開.rfa

20 カーテンパネル CP C 親子.rfa

21 プロファイル 一般 鋼材 □ 中空 中中.rfa

22 プロファイル 床 フラットデッキ.rfa

23 プロファイル
床 合成スラブ デッキプレー

ト.rfa

24 プロファイル 壁 笠木 アルミ既製品.rfa

25 衛生器具 キッチン 住宅 I 型B.rfa

275寸法を追加しました。

ネストファミリを修正しました。

旧パラメータAを修正しました。

追加しました。

追加しました。

名前を[P***] → [CP***]に変更しました。

修正内容

・開口切断を枠外へ変更しました。

・建具枠のマスキングを削除し、オブジェクトが表現されるように変更し

ました。

・建具枠の形状が正しいオブジェクト表現になるように修正しました。

・A2枠 上部ガラリ位置を修正しました。

・結合コマンドに対応するよう拘束参照面を変更しました。

・フリップの有無を全数チェックいたしました。

・パネルのサブカテゴリがガラスになっていたものをパネルに修正しまし

た。

・ガラリのマテリアルを最新に更新しローダー初期値で表示されるよう修

正しました。

・M14窓の拘束位置を修正しました。

・RC面一2x3の方立を修正しました。



26 構造 構造フレームRC□.rfa

27 構造 構造フレームRCハンチA.rfa

28 構造 構造フレームRCハンチB.rfa

29 構造
構造フレームRC始端側ハンチ

A.rfa

30 構造
構造フレームRC始端側ハンチ

B.rfa

31 構造
構造フレームRC始端側ハンチ

C.rfa

32 構造
構造フレームRC終端側ハンチ

A.rfa

33 構造
構造フレームRC終端側ハンチ

B.rfa

34 構造
構造フレームRC終端側ハンチ

C.rfa

35 構造 構造フレームS 2C.rfa

36 構造 構造フレームS 2L.rfa

37 構造 構造フレームS 2Lx.rfa

38 構造 構造フレームS 4L.rfa

39 構造 構造フレームS C.rfa

40 構造 構造フレームS H.rfa

41 構造 構造フレームS H90.rfa

42 構造 構造フレームS HハンチA.rfa

43 構造 構造フレームS HハンチB.rfa

44 構造 構造フレームS H片ハンチA.rfa

45 構造 構造フレームS H片ハンチB.rfa

46 構造 構造フレームS H片ハンチC.rfa

47 構造 構造フレームS L.rfa

48 構造 構造フレームS PL.rfa

49 構造 構造フレームS T.rfa

50 構造 構造フレームS□.rfa

51 構造 構造フレームS○ B.rfa

52 構造 構造フレームS○.rfa

53 構造 構造基礎RC△隅切.rfa

54 構造 構造柱RC○.rfa

55 構造 構造柱S C.rfa

56 構造 構造柱S H.rfa

57 構造 構造柱S Hx2＋1.rfa

58 構造 構造柱S L.rfa

59 構造 構造柱S PL.rfa

60 構造 構造柱S X.rfa

61 構造 構造柱S 方杖付.rfa

62 構造 構造柱S○.rfa

63 構造 構造基礎RC□.rfa

64 構造 構造柱RC□隅切.rfa

65 構造 構造基礎RC□隅切1.rfa

66 構造 構造基礎RC□隅切4.rfa

67 構造 構造基礎RC□上部勾配.rfa

68 構造 構造基礎RC△.rfa

69 構造 構造柱RC□.rfa

70 構造 構造基礎RC五角.rfa

71 構造 構造柱S□.rfa

72 造作工事 スラブ_ボイド円筒.rfa

73 注釈記号 タグ マテリアル：説明.rfa

74 注釈記号 タグ マルチ (名称).rfa

75 注釈記号 タグ マルチ.rfa

76 注釈記号 タグ 躯体 床 (部材記号).rfa

77 注釈記号 タグ 躯体 床.rfa

RUGパラメータ[符号]を追加しました。

ふかしの隠線拘束を修正しました。

基準オブジェクトの修正しました。

既存のタグをリネームし、符号が表示されるタグを新設しました。

RUGパラメータ[符号]を追加しました。

ネストファミリの更新しました。

追加しました。

ラベル設定を修正しました。

RUGパラメータ[符号]を追加しました。

RUGパラメータ[符号]を追加しました。

ふかしの隠線拘束を修正しました。

RUGパラメータ[符号]を追加しました。

基準オブジェクトの修正しました。



78 注釈記号 タグ 躯体 壁 (部材記号).rfa

79 注釈記号 タグ 躯体 壁.rfa

80 注釈記号 規格 スパン方向記号.rfa

81 注釈記号 規格 レベル.rfa

82 注釈記号 更新履歴.rfa

追加しました。

高さ表示ありのタイプを追加しました。

追加しました。

既存のタグをリネームし、符号が表示されるタグを新設しました。


