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2022.07現在

※GLOOBEは福井コンピュータホールディングス株式会社の登録商標です。その他記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※本カタログに掲載されているCGパースサンプルは、一部DATA STATIONの添景データを使用しています。
※本カタログの画面キャプチャーに使用されている一部のデータは、畝啓建築事務所株式会社、株式会社奥村組、加和太建設株式会社、共立建設株式会社、
　株式会社鴻池組、株式会社コンパス建築工房よりご提供いただいたものです。
※当社約款については、こちら（https://hd.fukuicompu.co.jp/policy/index.html）をご確認ください。

札幌・盛岡・仙台・水戸・宇都宮・高崎・新潟・長野・さいたま・千葉・東京・川崎・静岡・名古屋・岐阜・福井・京都・大阪・神戸・岡山・
高松・松山・広島・福岡・熊本・別府・宮崎・鹿児島・那覇

・GLOOBE Architect ： Windows 11・10・8.1（32/64bit）
  〔推奨 Windows 11・10（64bit）〕
・GLOOBE Construction  ： Windows 11・10・8.1（64bit）
  〔推奨 Windows 11・10（64bit）〕
・GLOOBE V-style ： Windows 11・10（64bit）

□OS

□CPU

□必要メモリ

□必要HDD容量

□必要解像度

※プログラムのインストール時にDVD-ROMドライブまたはネットワーク環境などのDVD-ROMを認識できる環境が必要です。
※プログラムのインストール先としてNASのご利用はできません。またデータを直接NASに保存することは推奨できません。
※動作確認テストは、動作環境で行っております。仮想マシン上での動作は保証外です。  
※上記動作環境は2022年7月現在のものです。動作環境は予告なく変更する場合があります。商品により動作環境が異なる場合があります。製品に関するお問合せは福井コンピュータグループ総合案内までお願いします。 

GLOOBE（2022年7月最新版動作環境）

Core i7以上　※CPUは、intel社製に限ります。

8.0GB以上〔推奨16.0GB以上〕

3.0GB〔推奨5.0GB以上〕　※データの大きさや必要構成により異なります。

1280×1024以上推奨

□VIDEO

□VIDEOメモリ

□その他

DirectX 12.0 対応グラフィックカード
※オプションプログラム「ARCHITREND リアルウォーカー」：OpenGL 3.0、DirectX 10.0 以上

1.0GB以上
※大規模モデル、複雑なモデルを扱う場合は 2.0GB以上を推奨
　（推奨グラフィックカード：nVIDIA社製 Geforce GTX 750シリーズ以上、Quadro P2000
　以上、AMD社製 RADEON RX 460シリーズ以上。「ARCHITREND リアルウォーカー」に
　ついては、 AMD社製 RADEON系グラフィックカードは動作対象外です。）
※「GLOOBE V-style」は8.0GB以上を推奨
　（推奨グラフィックカード：nVIDIA社製 Geforce GTX 1080以上、Geforce RTX 2070以上）

一部の機能を利用するためには Microsoft Edge WebView2 ランタイムが必要です。

〈製品詳細〉 〈動画で解説！〉 〈30日間無料体験版〉
GLOOBE 福井コンピュータアーキテクト GLOOBE Channel GLOOBE 体験版

GLOOBEをWEBで詳しくご紹介しています。

福井コンピュータアーキテクト　スタラボ

BIM製品導入事例を多数公開しています。

〈導入事例サイト スタラボ〉

オンライン教材　福井コンピュータ

「オンライン教材」のご案内

スキルアップサービススキルアップサービス
初めての方から、ワンステップ上の活用を目指す方に！

パソコン、タブレット、スマートフォンから、Webサイトにて365日いつでも視聴可能。
空いた時間に自分のペースで学習したい…そんな方に最適なオンライン教材をご用意しています。

●GLOOBE Architect プラン作成編
●GLOOBE Architect プレゼン編
●GLOOBE Construction 基本編

※ご利用には、FCアカウントの登録、インターネット環境が必要です。
※詳細は総合価格表、ホームページをご参照ください。 https://smart.fukuicompu.co.jp/architecture/



●基本計画・基本設計 〈GLOOBE Architect基本〉
・ コンセプトデザイン
・ 平面図
・ 立面図
・ 配置図
・ 断面図

・ 天井伏図
・ 敷地求積図・表
・ 建築面積求積図・表
・ 延床面積求積図・表
・ 領域面積求積図・表

・ 概算数量
・ 高品質レンダリングCG
・ PDF取込アシスト
　〈PDF取込アシスト〉＊

●法規チェック
・ 日影計算・図
・ 天空図
・ 建蔽率
・ 容積率

・ 採光・換気・排煙計算
・ 地盤算定図・表
・ 時刻日影図
・ 等時間日影図
・ 指定点日影図

・ 斜線図・表
・ 天空率算定表
・ 天空率アイソメ図
　〈法規チェック〉＊

●躯体計画 〈GLOOBE Construction基本〉
・ 躯体図
・ 杭伏図
・ 底盤伏図
・ 基礎伏図
・ 屋上伏図
・ 全体投影基礎伏図

・ 見上図
・ 見下図
・ 全体投影屋上伏図
・ 断面図
・ 軸組図
・ 断面リスト図

・ 地下躯体工事計画
・ 地上躯体工事計画
   （鉄筋・コンクリート）
・ 鉄骨建方工事計画
　

●仮設計画
・ 平面図
・ 立面図
　〈仮設計画〉＊

●土工計画
・ 総合図
・ 断面図
・ 構台伏図

・ 構台立面図
　〈土工計画〉＊

●実施設計
・ 平面詳細図
・ 矩計図
・ 展開図
・ 内部外部仕上表

・ 建具キープラン
　〈実施設計〉＊

・ 部分詳細図
・ 建具表

・ 仕上表
・ 各種構造図
　〈躯体図出力〉＊

●工程計画
・ 土工事
・ 仮設工事
・ 躯体工事
　〈工程計画〉＊

●プレゼンテーション
・ ビューワー
　〈GLOOBE Model Viewer出力〉＊

・ VR
　〈GLOOBE VR〉＊

・ 建材シミュレーションサイト
　3Dカタログ.com＊1

●建築基準法対応
逆日影斜線計算・逆天空アシスト・各種斜線計
算・天空率・各種日影計算・平均地盤算定・採
光・換気・排煙などにより、企画設計から確認申
請図作成まで対応しています。

●多彩なデータ連携
国際規格の「IFC」や日本の構造規格の「STB」
などの連携フォーマットにより、意匠・構造・設
備・FMの各種データと高精度な連携が可能に
なります。

●高品質な自動作図機能
実施設計図面、法規関連図面をモデルデータか
ら自動作成するため、整合性のとれた日本の規
格にあった高品質な図面が作成できます。

●スムーズなモデリング
日本の規格に沿った、仕上げやフカシなど、ラフ
なモデルから詳細まで、設計の進捗に応じて直感
的な操作が行えます。

●次世代施工を支援
最小マウスクリックとリアルな3D表現で安全で効
率的な計画が可能。施工ステップと作業項目の
可視化とICT建機への連携等、幅広い活用で施
工を支援します。

●3Dモデルでの施工
基本となる躯体・仮設・土工と施工フローに即し
たインプット/アウトプットが可能。 座標出力で施
工現場業務の効率化と建設コストを把握し、3D・
4D・5D計画で現場の無駄の削減が可能です。

●プレゼンテーション
・ 高品質CG・レタッチ
　〈GLOOBE V-style〉＊

　〈“P-style” for GLOOBE〉＊

・ ウォークスルー
　〈ARCHITREND リアルウォーカー〉＊

・ ビューワー
　〈GLOOBE Model Viewer出力〉＊

・ VR
　〈GLOOBE VR〉＊

・ 建材シミュレーションサイト
　3Dカタログ.com＊1

GLOOBEの特長

企画・設計・施工からFM・維持管理までの一連のプロセスをBIM データでつなげるプラットフォームを実現！
GLOOBEシリーズでのシームレスなデータ連携により、BIMのトータルマネジメントを実現。設計BIM・施工BIM・BIMFMのモデルデータを繋ぎ、
BIMの課題である「データの断絶」を克服し、各工程の短縮化と大幅な業務効率化を支援します。

BIM建築設計・施工支援システム

最適な“デザイン”をモデル化する

豊富な日本仕様の建材データや
自由度の高いデザイン機能、基本設計を元にした実施設計、
建築基準法に沿った法規チェック等、
日本の設計に最適化された機能を搭載した設計BIMのGLOOBE Architect。

設計BIM 安全・効率をモデルで徹底追及する

2D施工図と3D施工モデルを徹底追及した躯体計画、
豊富な部材とリアルな3Dで現場の安全と効率化を実現した仮設計画、
ICT建築土工に対応した合理的な土工計画、
3D・4D・5D計画で現場のムダを削減できる工程計画、
BIM/CIM活用と次世代施工を支援する施工BIMのGLOOBE Construction。

施工BIM

 〈　〉はプログラム名です。＊はオプションプログラムです。詳しくは価格表をご参照ください。
 ＊1は専用の個別契約が必要となります。 ※画像はイメージです。

●FM連携
・ 維持管理
　〈FM連携〉＊
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CSV

国交省のガイドライン

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

BIM-FM

TP-PLANNER
㈱コミュニケーションシステム 

BUS・SNAP
㈱構造システム

SIRCAD
㈱ソフトウエアセンター

Super Build/SS7
ユニオンシステム㈱  

HEΛIOΣ
㈱日積サーベイ  

CADWe’ ll Tfas 
㈱ダイテック 

WindPerfect
㈱環境シミュレーション  

FlowDesigner
㈱アドバンスドナレッジ研究所

CostNavi Pro
建築ソフト㈱

SAVE-建築
㈱建築ピボット

【企画設計】 【基本設計】 【実施設計】 【施工】

MDBST-Bridge ST-Bridge ST-Bridge

ST-BridgeST-Bridge

建築確認申請書
作成ツール
日本ERI㈱

ダイレクトリンク

IFC MDB ビューワデータ
fmvwr

ビューワデータ
fmvwr

IFC IFC IFC IFC IFC txt・csv IFC

IFC IFC LandXMLCSVSIMA

構造解析・設計

企画設計 概概算 省エネ計算 設備設計環境・解析 BIM/CIM連携

構造図 プレカット調査・測量 確認申請 コミュニケーション 精積算 現場共有 ICT施工計測機器連携 墨出し・検査

【FM】 【維持管理】 【修繕計画】

J-BIMソリューションネットワーク

CEDXMSIMA
点群

BCF

NEW

点群データ：txt・csv・fctxpc
TIN （現況三角網）データ：pce

ダイレクト
リンク

PDF

3D
PDF

■汎用3Dデータ出力
プレゼンステージにおいて、3Dモデルを各種
の汎用3Dデータ形式で出力します。
（XV3/3DS/STL/SKP/DWG/DXF/DAE/U3D/FBX/PDF）

■Revitファイル「RVT・RFA」読込みで「普段使いのBIM」へ躍進
Revitファイル「RVT・RFA」読込みが可能です。 「RVTファイル」読込みで、「確認申請業務」と「建築施工業務」の効率化、「RFAファイル」読込みで、メー
カーコンテンツやBIMデータライブラリの利用拡大を実現します。

■BIMデータの連携と利活用
公共座標やGoogle Earth連携で、測量機器連
携・ICT 施工・プレゼンなど幅広い活用シーン
を実現しました。 

IFC連携では時間がかかっていた換気・空調の
シミュレーションが短時間で簡単に実現ができ
るデータ連携機能です。計算結果はGLOOBE
上で確認することも可能です。

GLOOBE Constructionと測量機器との連携で
杭芯出し、墨出し活用が可能です。 GLOOBEからヘリオスへのダイレクト連携が実

現。GLOOBEのモデルデータを直接ヘリオスの
ネイティブデータに変換させることによって連携
精度が格段に向上しました。

■測量機器との座標連携 ■ヘリオスダイレクト連携 ■換気・空調解析ダイレクト連携

メーカー約220社、5500シリーズ※の製品が
一堂に揃った複合型WEBショールーム「3D
カタログ.com」でシミュレーションした建材・
設備データがGLOOBEと連携。実際の設計
に連動させることができます。
※別途有料契約が必要

プレゼンデータ共有サービス

※別途有料契約が必要

作成したパースや図面データをドラッグ＆ド
ロップで簡単にクラウドへアップロードでき、
いつでもどこからでもデータ参照可能。パソ
コンはもちろん専用のアプリを使いiPadな
どを使ったプレゼンも容易に行えます。

■点群・地理院地図
点群や地理院地図※の読み込みで、リアルな
景観を表現できます。
周辺地形を考慮した様々な検討やプレゼン
テーションが行えます。
※点群とは、3次元計測で取得された、コンピュータ上で扱える点の集合です。 
※地理院地図とは、地形図、写真、標高、地形分類、災害情報など、国土
地理院が発信するウェブ地図です。

点群データ読み込み 地理院地図の読み込み

■プレカットCADデータ読み込み
プレカットCADで作成した木造構造図を、
CEDXM（シーデクセマ）形式で読み込めます。
意匠設計図と統合し、現場監理用データとし
て将来にわたって活用できます。

読み込み前

読み込み後

■2次元CADデータから
　一気に立体化（JWW/DXF/DWG/SXF）
Jw_cadなどの汎用CADデータのレイヤ情報か
ら自動で部材を認識し一気に3次元データに自
動変換。変換後のデータは、プレゼンから各種
図面作成や法規チェックなどフル活用可能です。

FM-Integration
㈱FMシステム

施設台帳管理

FM-Integration
㈱FMシステム

中長期修繕計画

地理院
地図

福井コンピュータ㈱ 福井コンピュータ㈱
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GLOOBE Architectで「確認申請業務」効率化！

GLOOBE Constructionで「建築施工業務」効率化！　 

GLOOBEで情報セット
（スペース・建具）

GLOOBEで「RVT」読込み

GLOOBEで「RFA」読込み
GLOOBEで
躯体データ参照

法規チェック
で利用

土工・仮設計画
の入力で利用

居室判定

法規LVS判定

対象：Revit ファイル利用

●建物モデルデータ作成
設計事務所／建設会社

HELIOS（㈱日積サーベイ） FlowDesigner（㈱アドバンスドナレッジ研究所）

測量機器メーカー
の専用アプリ・
測量機器に連携 

墨出し 

検査

・杭芯 
・山留め 
・設備基礎 

・通り芯 
・コンクリート天端 

・杭芯　  ・土工根切など 

計測ポイントを 
プロットして出力 

計測座標値

●Google Earth（KML）
●SketchUpTM（SKP） 

Architect/Construction Construction 

●土木アプリ（LandXML・DWG）
●現場計測アプリ（CSV・SIMA）

NEW NEW NEW

確認申請プログラム
【申プロ】
（一財）建築行政情報センター

rctexp XML

●その他連携データ：【2Dデータ】JWW・JWC・DWG・DXF・SXF  【3Dモデル】IFC・XVL・3DS・SKP・3DDXF・3DDWG・Collada・U3D・FBX ・3DPDF
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 【データベース出力】ACCESS・EXCEL  【その他】PDF・XLS・拡張メタファイル（emf）・イメージファイル  【ICT施工】Land XML

NEW
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SIMA
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プレゼン活用 

経緯度基準点 
（公共座標対応）
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最適な“デザイン”をモデル化する

豊富な日本仕様の建材データや
自由度の高いデザイン機能、基本設計を元にした実施設計、
建築基準法に沿った法規チェック等、
日本の設計に最適化された機能を搭載した設計BIMのGLOOBE Architect。

設計BIM

自動作図機能
日本規格の高精度図面を
モデルデータから自動生成

データ連携
建築に関わる幅広い業種との

コラボレーション

プレゼンテーション
高品質な3次元CG作成

無料ビューワやVRによる閲覧

建築基準法インフォメーション
BIM確認申請の実現に向けて

モデリング
日本特有の部材や工法に対応

GLOOBE Architect
5つの特長

与条件を設定して、各種日影図を作成
します。建物ボリューム・高さの検討と
同時に平均地盤面の計算を行い、地盤
算定図・表の作成を行います。

■日影計算・地盤算定

マンションなど、法規制の中で最大ボ
リュームを取ることが重要なプロジェクト
では、逆日影・斜線計算から、メッシュ
状の鳥かごやブロックモデルによるボ
リューム検討から、計画を開始できます。

■法的規制から
　逆日影斜線解析

ブロックプランやゾーン計画を重視した
いプロジェクトでは、室名や専用ゾーン・
共用ゾーンなどの空間情報を持ったオブ
ジェクトを使い、シングルラインプランか
ら計画を開始できます。

■単線プランから
　建物の空間配列から設計

逆日影チャート 地盤展開図

日影計算と同時に天空率によるボリュー
ムチェックを行います。さらに、天空率判
定NGポイントに対して計画建物を自動
調整して天空率をクリアするシミュレー
ション機能も実装しています。

■天空率・逆天空

斜線適合建物

地盤算定表

逆天空アシスト

天空図

基本計画・基本設計
日本では、一般的に建物用途や業態により設計手法は異
なっています。特に基本計画の「入口」は千差万別です。
GLOOBEは、ユーザの設計スタイルに柔軟に対応できるよ
う、様々な設計アプローチに対応することができます。

■逆日影計算を基にモデル作成
逆日影で算出した等高線や計算建物から
平面計画。そこから立体を作り3Dでスペー
スや鳥カゴ干渉チェックも。

■容積率はいつでも確認可能
容積率は作業中いつでも確認可能。オー
バー時は3Dモデルから簡単に削除でき、
設計者の思考の流れを妨げません。

■地盤算定も自動で
地盤と建物が接する高さをチェックし、
地盤面と平均地盤面の高さを自動算出。
高低差3m以上の地盤算定にも対応。

■自然な流れでゾーン計画
スケッチ感覚でスペースを入力し、大まかに
機能を割付け素早くゾーン計画。ダイアグ
ラムも立体的に確認できます。

■ゾーン別の占有率をチェック
商業施設におけるレンタブル比やマンション
の住戸面積の占有率をチェックしながら、効
率的に平面計画を詰めていくことができます。

■粗から密へ自然な流れで設計
最初は細かく決め込まず、大まかに作った
ゾーン計画を修正しつつ徐々に作り込む。
「粗」から「密」へ設計できます。

〈
設
計
BIM

〉
〈
施
工
BIM

〉
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凝ったデザインの建具も姿図を描くような操作で、そのまま3Dにも図面
にもなります。
また内側と外側で建具の作成ができ、各面毎に絵柄の編集が可能で
す。簡単に素材を貼り付け、襖などオリジナルの建具が作成できます。
新しくシャッターの種別を拡張しました。

■多彩な建具表現

画像ファイルを使った建具デザイン

柱・梁・壁・スラブ・ブレース・基礎部材、フカシ・
増し打ち、現場施工の断熱材の入力・編集を行
います。構造躯体のリアルな平面表現・立体表現
を行い、意匠部材との取り合い確認、図面作成、
プレゼン作成を行います。

■構造材の表現

柱や壁・カーテンウォールを折ったり曲げたり、イメージを確認しな
がら自在にデザインできます。

■セットバック

べた基礎

連続基礎

独立基礎

柱型

水平・垂直ブレースの追加

地下ピット対応

梁のハンチ表現

様々な基礎表現

モデル内で繰り返し配置される要素をまとめてモジュール化。モデル
内部で参照するデータのため、データ量を抑えることができ、管理が
容易です。ユニット配置後にユニットデータを変更することで、配置
済みの全てのデータに反映され、数量や面積なども把握できるため、
設計効率の向上につながります。

■ユニット

モデルデータ作成

ユニット化

その他の階に配置

3Ｄにも図面にも 把手形状を自由に作成 NEW シャッター種別を拡張 NEW

グリルシャッター シートシャッター

把手形状を
自由に作成

図面上・立体上で部材を色分け表示をして属
性情報を可視化します。同様に部材の属性情
報を文字列として図面上に表示します。可視化
した属性情報の確認・編集を繰り返しながら、
建物設計の精度を向上させていきます。

■凡例機能・ラベル機能

3次元の色塗り図

凡例省略記号

ラベル機能で図面作成

凡例一括塗りつぶし

厚みの違う壁や大きさの違う柱など、属性情報
を省略記号で表します。凡例省略記号は建物
モデル上や図面上に作図でき、一括塗りつぶし
を使った凡例表現が可能です。

部材の重複や隙間、躯体と開口部の離れなど
の設計上の不具合をチェック検出して画面上
に表示します。
また、スラブ上端、梁上端の高さの違いを色分
けしてレベルチェックが行えます。
該当箇所を平面的・立体的に確認しながら、
正確なデータ作成が可能となります。

■データチェック＋レベルチェック

基本設計段階で必要な面積計算や法的計算
に対応しています。これらの自動計算機能と自
動図面作成により、作業効率が大幅に向上し
ます。

■各種計算・図面

不具合箇所を平面・立体で確認しながら、データ修正可能 高さの違いを色付け

■概算数量
入力している部材数量を集計してExcelに出力します。
概算コストを簡単に算出することができます。

■基本設計図
カラーの平面図や立面図・断面図など、提案用に必要
な図面をモデルデータから自動作成します。

基本設計

Excel
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凝ったデザインの建具も姿図を描くような操作で、そのまま3Dにも図面
にもなります。
また内側と外側で建具の作成ができ、各面毎に絵柄の編集が可能で
す。簡単に素材を貼り付け、襖などオリジナルの建具が作成できます。
新しくシャッターの種別を拡張しました。

■多彩な建具表現

画像ファイルを使った建具デザイン

柱・梁・壁・スラブ・ブレース・基礎部材、フカシ・
増し打ち、現場施工の断熱材の入力・編集を行
います。構造躯体のリアルな平面表現・立体表現
を行い、意匠部材との取り合い確認、図面作成、
プレゼン作成を行います。

■構造材の表現

柱や壁・カーテンウォールを折ったり曲げたり、イメージを確認しな
がら自在にデザインできます。

■セットバック
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柱型

水平・垂直ブレースの追加

地下ピット対応

梁のハンチ表現

様々な基礎表現

モデル内で繰り返し配置される要素をまとめてモジュール化。モデル
内部で参照するデータのため、データ量を抑えることができ、管理が
容易です。ユニット配置後にユニットデータを変更することで、配置
済みの全てのデータに反映され、数量や面積なども把握できるため、
設計効率の向上につながります。

■ユニット

モデルデータ作成

ユニット化

その他の階に配置

3Ｄにも図面にも 把手形状を自由に作成 NEW シャッター種別を拡張 NEW

グリルシャッター シートシャッター

把手形状を
自由に作成

図面上・立体上で部材を色分け表示をして属
性情報を可視化します。同様に部材の属性情
報を文字列として図面上に表示します。可視化
した属性情報の確認・編集を繰り返しながら、
建物設計の精度を向上させていきます。

■凡例機能・ラベル機能

3次元の色塗り図

凡例省略記号

ラベル機能で図面作成

凡例一括塗りつぶし

厚みの違う壁や大きさの違う柱など、属性情報
を省略記号で表します。凡例省略記号は建物
モデル上や図面上に作図でき、一括塗りつぶし
を使った凡例表現が可能です。

部材の重複や隙間、躯体と開口部の離れなど
の設計上の不具合をチェック検出して画面上
に表示します。
また、スラブ上端、梁上端の高さの違いを色分
けしてレベルチェックが行えます。
該当箇所を平面的・立体的に確認しながら、
正確なデータ作成が可能となります。

■データチェック＋レベルチェック

基本設計段階で必要な面積計算や法的計算
に対応しています。これらの自動計算機能と自
動図面作成により、作業効率が大幅に向上し
ます。

■各種計算・図面

不具合箇所を平面・立体で確認しながら、データ修正可能 高さの違いを色付け

■概算数量
入力している部材数量を集計してExcelに出力します。
概算コストを簡単に算出することができます。

■基本設計図
カラーの平面図や立面図・断面図など、提案用に必要
な図面をモデルデータから自動作成します。

基本設計

Excel
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■詳細図引出線
仕上などのオブジェクト属性と連動した引
出線を自動作成するため、引出線内容の
記載ミスがありません。

■フカシ・断熱材
躯体に対するフカシや断熱材は、設計の
進捗に応じて必要な時に簡単にセットで
きます。

■複層構成オブジェクト
壁の乾式耐火認定壁や屋根の防水構成
など、詳細な仕様構成も簡単な操作で作
成できます。

■詳細図寸法線
建具幅や壁厚などのオブジェクトと連動す
る寸法線を自動作成するため、寸法の食
い違いがありません。

■オブジェクト追従処理
補助寸法編集や屋根勾配などを変更する
ことで、それらに関連するオブジェクトも追
従して変更されます。

■補助寸法編集
建具幅や壁スパンの変更は、そのデータ
をクリックして寸法値を変更するだけで簡
単に編集できます。

壁は躯体壁・間仕切り壁、フカシ・増し
打ち・断熱材、複合壁・2重壁、内部外
部壁仕上げを使って詳細表現を作成し
ます。建具は建具種別、建具絵柄、外枠
形状断面、区画断面を使って詳細表現
を作成します。階段は段タイプ、段表・段
裏の仕上・下地、ささら桁タイプ、導線・
切断線編集で詳細表現を作成します。

■詳細設計

壁の構成（躯体、フカシ、断熱、2重壁、内外仕上）

階段断面・３D

室別の仕上情報（床・壁・天井・巾木・廻縁）から仕上部材を一括配置
します。仕上部材の配置により図面詳細表現、立体表現の精度が向上し
ます。設計後、仕上部材の情報を集約・編集して仕上表を自動作図します。

■仕上仕様計画

屋根の防水や躯体の断面構成、仕上下地
のボード張りの工法など、詳細な仕様を自
由に作成でき、図面表現や引出線・仕上
表と連動するため、正確性や設計スピード
が大幅に向上します。

■詳細仕様の設計

建具納りや軒先の断面形状など、設計者こ
だわりのディテールを「自由に」「高精度に」
作成でき、そのディテールは3次元にも図面
にも正確に表現されます。

■こだわりのディテール表現

仕上表と3Dモデルが連動

配置建具に条件を与えて建具符号を自動付番します。符号付き建具を建
具表に登録して、建具絵柄・属性情報を一括して編集します。設計後、建
具表に登録した建具情報から建具キープラン・建具表を自動作図します。

■建具仕様設計

建具設計の専用ステージ

■躯体端部
RC手摺壁の天端や、バルコニースラブ先
端の排水溝などの詳細な設計形状を自由
に作成できます。

■オブジェクト断面形状
水切りや笠木などの断面形状と納りを、2
次元的に描くことで詳細な3Dと図面を作
成できます。

■建具外枠割付け
一般的な建具納り形状を幅広くテンプ
レートに搭載。ワンタッチで、目的のディ
テールを表現できます。

寸法や天井高、屋根勾配など、オブジェク
ト情報を変更するだけで、データは自動的
に編集されるため、設計寸法の調整や設
計変更の労力から大幅に解放されます。

■設計寸法の調整

実施設計
基本設計モデルデータをもとに詳細図を生成させるため、
図面間の整合性にも狂いが生じません。
GLOOBEが自動処理する高精度な図面再現力によって設
計者の負担を軽減し有効な時間確保に繋げます。
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■詳細図引出線
仕上などのオブジェクト属性と連動した引
出線を自動作成するため、引出線内容の
記載ミスがありません。

■フカシ・断熱材
躯体に対するフカシや断熱材は、設計の
進捗に応じて必要な時に簡単にセットで
きます。

■複層構成オブジェクト
壁の乾式耐火認定壁や屋根の防水構成
など、詳細な仕様構成も簡単な操作で作
成できます。

■詳細図寸法線
建具幅や壁厚などのオブジェクトと連動す
る寸法線を自動作成するため、寸法の食
い違いがありません。

■オブジェクト追従処理
補助寸法編集や屋根勾配などを変更する
ことで、それらに関連するオブジェクトも追
従して変更されます。

■補助寸法編集
建具幅や壁スパンの変更は、そのデータ
をクリックして寸法値を変更するだけで簡
単に編集できます。

壁は躯体壁・間仕切り壁、フカシ・増し
打ち・断熱材、複合壁・2重壁、内部外
部壁仕上げを使って詳細表現を作成し
ます。建具は建具種別、建具絵柄、外枠
形状断面、区画断面を使って詳細表現
を作成します。階段は段タイプ、段表・段
裏の仕上・下地、ささら桁タイプ、導線・
切断線編集で詳細表現を作成します。

■詳細設計

壁の構成（躯体、フカシ、断熱、2重壁、内外仕上）

階段断面・３D

室別の仕上情報（床・壁・天井・巾木・廻縁）から仕上部材を一括配置
します。仕上部材の配置により図面詳細表現、立体表現の精度が向上し
ます。設計後、仕上部材の情報を集約・編集して仕上表を自動作図します。

■仕上仕様計画

屋根の防水や躯体の断面構成、仕上下地
のボード張りの工法など、詳細な仕様を自
由に作成でき、図面表現や引出線・仕上
表と連動するため、正確性や設計スピード
が大幅に向上します。

■詳細仕様の設計

建具納りや軒先の断面形状など、設計者こ
だわりのディテールを「自由に」「高精度に」
作成でき、そのディテールは3次元にも図面
にも正確に表現されます。

■こだわりのディテール表現

仕上表と3Dモデルが連動

配置建具に条件を与えて建具符号を自動付番します。符号付き建具を建
具表に登録して、建具絵柄・属性情報を一括して編集します。設計後、建
具表に登録した建具情報から建具キープラン・建具表を自動作図します。

■建具仕様設計

建具設計の専用ステージ

■躯体端部
RC手摺壁の天端や、バルコニースラブ先
端の排水溝などの詳細な設計形状を自由
に作成できます。

■オブジェクト断面形状
水切りや笠木などの断面形状と納りを、2
次元的に描くことで詳細な3Dと図面を作
成できます。

■建具外枠割付け
一般的な建具納り形状を幅広くテンプ
レートに搭載。ワンタッチで、目的のディ
テールを表現できます。

寸法や天井高、屋根勾配など、オブジェク
ト情報を変更するだけで、データは自動的
に編集されるため、設計寸法の調整や設
計変更の労力から大幅に解放されます。

■設計寸法の調整

実施設計
基本設計モデルデータをもとに詳細図を生成させるため、
図面間の整合性にも狂いが生じません。
GLOOBEが自動処理する高精度な図面再現力によって設
計者の負担を軽減し有効な時間確保に繋げます。
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両建物の水平距離となる部分を指定することで、補正係数も含め、有効採
光を自動計算できます。

■有効採光・換気・排煙

「延焼部分」タブ-「性能編集」コマンドや、新規追加の「主要構造部耐火性能編集」
コマンドなどで、延焼ライン参照領域に緩和（除外部分）を適用できます。

※令和２年国土交通省告示第197号

■延焼ライン・燃焼ライン

階毎に一括設定を行うことで、個別の設定漏れを防ぐことが可能になり、
編集の省力化が図れます。IFC/STBファイルで読み込んだBIMデータにも
有効です。

■耐火・防火

申請面積専用の入力/確認ステージを用意。モデル
入力の段階で、階数と高さの判定、容積率/建蔽率
の判定が行えます。

■床面積求積、容積率・建蔽率

日本ERI株式会社の建築確認申請書作成ツールに、
GLOOBEのモデルから計算した階数や床面積、建蔽
率、容積率などの建物情報を連携ファイルとして出力し
確認申請書を作成することができます。 

※「建築確認申請書作成ツール」とは、確認申請時に必要な書類作成を簡便に行える
よう、指定確認検査機関  日本ERI株式会社が作成したツールです。日本ERIの無料
会員サイト「＠ERI倶楽部（https://club.j-eri.jp/club/downloads)」からダウンロード
可能です。

■日本ERI 「建築確認申請書作成ツール」連携

一般財団法人 建築行政情報センターの確認申請プロ
グラム専用フォーマットのXML出力に対応。確認申請書
作成の幅を広げて、申請業務の効率化・デジタル化が
可能です。

■建築行政情報センター
  「確認申請プログラム」連携

垂直距離編集コマンドに「対向建築物」を対象とした入力モードを追加 

NEW

耐火時間を色分け表示

NEW

確認申請
建築確認申請に必要な「建築基準法インフォメーショ
ン」を内包しており、「申請面積の自動計算」や「有効採
光計算の対向建物対応」など多くの法改定にも順応し
ており、よりスムーズな確認申請図の作成や確認申請
ツールへの連携ができます。
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確認申請プログラム【申プロ】 

任意の前面道路幅員
採用に対応 

固定フォーマットで出力 

建築確認申請書作成ツール

面積や高さ情報などをエクスポート 

確認申請書作成ツールファイル

確認申請プログラム用ファイル 

確認申請書

「地階の住宅又は老人ホーム等の部分」の面積不算入対応 

用途区分追加 

NEW

特定道路による容積率緩和の対応  NEW

 特定道路によるみなし道路幅員計算のUI追加 

緩和等適用の任意入力値のUI追加 



両建物の水平距離となる部分を指定することで、補正係数も含め、有効採
光を自動計算できます。

■有効採光・換気・排煙

「延焼部分」タブ-「性能編集」コマンドや、新規追加の「主要構造部耐火性能編集」
コマンドなどで、延焼ライン参照領域に緩和（除外部分）を適用できます。

※令和２年国土交通省告示第197号

■延焼ライン・燃焼ライン

階毎に一括設定を行うことで、個別の設定漏れを防ぐことが可能になり、
編集の省力化が図れます。IFC/STBファイルで読み込んだBIMデータにも
有効です。

■耐火・防火

申請面積専用の入力/確認ステージを用意。モデル
入力の段階で、階数と高さの判定、容積率/建蔽率
の判定が行えます。

■床面積求積、容積率・建蔽率

日本ERI株式会社の建築確認申請書作成ツールに、
GLOOBEのモデルから計算した階数や床面積、建蔽
率、容積率などの建物情報を連携ファイルとして出力し
確認申請書を作成することができます。 

※「建築確認申請書作成ツール」とは、確認申請時に必要な書類作成を簡便に行える
よう、指定確認検査機関  日本ERI株式会社が作成したツールです。日本ERIの無料
会員サイト「＠ERI倶楽部（https://club.j-eri.jp/club/downloads)」からダウンロード
可能です。

■日本ERI 「建築確認申請書作成ツール」連携

一般財団法人 建築行政情報センターの確認申請プロ
グラム専用フォーマットのXML出力に対応。確認申請書
作成の幅を広げて、申請業務の効率化・デジタル化が
可能です。

■建築行政情報センター
  「確認申請プログラム」連携

垂直距離編集コマンドに「対向建築物」を対象とした入力モードを追加 

NEW

耐火時間を色分け表示

NEW

確認申請
建築確認申請に必要な「建築基準法インフォメーショ
ン」を内包しており、「申請面積の自動計算」や「有効採
光計算の対向建物対応」など多くの法改定にも順応し
ており、よりスムーズな確認申請図の作成や確認申請
ツールへの連携ができます。
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確認申請プログラム【申プロ】 

任意の前面道路幅員
採用に対応 

固定フォーマットで出力 

建築確認申請書作成ツール

面積や高さ情報などをエクスポート 

確認申請書作成ツールファイル

確認申請プログラム用ファイル 

確認申請書

「地階の住宅又は老人ホーム等の部分」の面積不算入対応 

用途区分追加 

NEW

特定道路による容積率緩和の対応  NEW

 特定道路によるみなし道路幅員計算のUI追加 

緩和等適用の任意入力値のUI追加 



モデル管理・運用 複数人での作業分担やリモートワーク、協力企業やGLOOBE以外の異
なるBIMソフト間でのモデルデータの管理・運用が行える機能を搭載。
手戻りを最小限に留め、常に整合の取れた状態で作業を進めることで、
ミスの削減、効率化が可能となります。

躯体図出力
■軸組図・断面リスト図を備え、構造設計シーンでの利用を可能に NEW

軸組図：通り芯と方向を指定することで自動作図 断面リスト図：断面リスト登録から自動作図

BCFとは（ BIM Collaboration Format ）の略。
「IFC ファイルを利用するユーザーの相互コミュニケーションを容易に
する」ためのフォーマットに対応しました。
　
指摘箇所を的確、かつ確実に把握修正し、修正個所の情報のみでの
コミュニケーションが可能となります。
　
IFCデータを直接やり取りする必要がないため、 IFC変換の頻度が減
り、業務時間が短縮されます。

■BCFファイル

・プロジェクトの追加と削除
・ユーザーの追加と削除
・ユーザーへの権限設定
・作業者の編集範囲の振り分け

差分データ積み上げ
競合自動解決

作業者A 作業者B

管理者

初期データ

差分データA

差分データB

サーバークライアント間通信

入力・編集可
入力・編集可

複数のメンバーが同じプロジェクトに対して作業
が行えるチームシステムが標準搭載されています。
　
事業所間・協力会社間の垣根を越えて設計作業
が行えます。

■クラウド対応チームシステム

区画 建物モデル ○×マンション棟

大規模プロジェクトでは、チーム設計機能を使っ
て大規模設計を行います。棟別モデルを作成、
「外部参照」機能を使って棟別モデルをプロジェ
クト全体の建物モデルとして統合します。

■モデルリンク・モデル統合

GLOOBEの モデル（意 匠）と構 造 モデル
（ST-Bridge）・施工モデル（IFC）のデータを重ね
合わせ、「柱、壁、梁、スラブ」の躯体データの
不整合がチェックできます。
　
範囲でのチェック、躯体を指定しての取り込み
なども可能です。

■モデル比較整合チェック

チェック後躯体を指定して取り込み
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〉
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工
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〉

GLOOBE確認申請支援ツール

確認申請用の図面作成を効率化できるツール（テンプレート）をご用意しました。無料でご利用いた
だけます。是非ホームページよりダウンロードして業務にお役立てください。

GLOOBE

確認申請 
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すべての配置部材の属性情報、参考集計値を一覧表
形式で表示します。属性情報は一覧表上のセル操作に
よって一括して編集します。一覧情報をエクセルファイ
ルやデータベースファイルに出力して情報の2次利用を
行います。

■オブジェクトリスト

プロパティリンクとは、建物に関連する様々な情報を
Excelで管理して、BIMモデルにリンクさせることができる
機能です。
個々のオブジェクトにはリンク情報だけを保存することが
できるため、データの軽量化に繋がります。また、BIMモ
デルのデータベース化により、更なる業務効率化も図れ
ます。
汎用性の高い機能ですので、様々な用途やシーンでご活
用ください。

〔使用例〕
■BIMモデルにBLCJ※仕様や官公庁仕様などを反映

　・BLCJ仕様や官公庁仕様をExcelで管理

　・反映させる仕様情報はモデルのDBに格納

　・各オブジェクトにはリンク情報のみでデータが軽くなる

■議事録としての利用

　・審査機関や消防などの議事録を特定部位にリンク

　・社内の部署間での決定事項をリンクさせる

など使い方は自由にできます。

　
※BLCJ：BIMライブラリ技術研究組合
　ホームページ：https://blcj.or.jp/

■プロパティリンク

オブジェクトリストと3Dモデルが連動

GLOOBE Construction対応！
・施工段階も利用できるViewerに進化

BIM-FM連携の進化！
・統合FMプラットフォーム「FM-Integration」
への連携が可能に

※1 GLOOBEと「FM-Integration」との連携には、㈱FM システムの「FM-Integration」とGLOOBEオプションプログラム「FM 連携」が必要です。
※2 各種台帳と「GLOOBE Model Viewer」との連携には、ビューワーアプリ「GLOOBE Model Viewer」と㈱FMシステムの「FM-Integration」、インターネットの接続環境が必要です。

GLOOBE Model Viewer
GLOOBEで設計したBIM建物モデルや属性情報を建物のオーナーや関係者と共有できる無償アプリです。
BIMソフトをお持ちでない方でも「GLOOBE Model Viewer」を使って閲覧が可能です。 GLOOBE Model Viewer

▼WEBより無償でダウンロードできます。

GLOOBE Architect・GLOOBE Construcion両方に対応

情報データベース利活用 BIMの各種配置部材は属性情報を持ち、
即座に数量の把握、集計が行え
データベースとして2次活用が可能です。

FM連携 FM情報の割り当て（マイニング）に必要なIDを各オブジェクトに
自動割当てすることで、ファシリティマネジメントの作業時間を短縮でき、
中長期修繕計画の検討を容易にします。

〈
設
計
BIM

〉
〈
施
工
BIM

〉

■GLOOBEの建物モデル情報には、FMの建物管理情報が紐づけ可能

■FM分類項目の割り当て
　（マイニング機能）

・BIMの建物モデル情報にFM分類項目（大・中・小）を付加できます。
・ルールに従い自動でFM分類項目を割り当てることができます（マイニング）。
・オブジェクトの部材を自動でマージ（統合）します（外建て・内建ての区別など）。
・一つのオブジェクトに複数のFM分類項目を割り当てられます。
・修繕/点検/清掃/運転監視/警備のFM分類項目を割り当て検討ができます。
・FM分類項目を割り当て済みか未処理の状態かを建物モデルを見ながら管理でき、割り当て忘れを防止できます。

FM

数量・位置情報 周期・単価・係数

FM-Integration

中長期修繕計画

施設台帳

点検管理

※マイニングにはFM分類用のマスタが必要になります

FM分類（修繕）

FM分類（点検）

FM分類（清掃）

１つのBIMオブジェクト
に対し、複数のFM分類
を登録できます。

BIMオブジェクト

BIMの情報 FMの分類項目

自動マイニングで割り当て

マイニング処理済み・未処理の確認が一目瞭然

BIM-FM

マイニング済みのBIMモデルからFM専用
ソフトへ連携することで、中長期修繕計
画の自動作成、施設台帳の自動作成を
可能にし、各種の資料作成時間を大幅
に短縮します。

GLOOBEの目指しているBIM―FMとは？ 
BIMは様々な情報媒体（プラットフォーム）になり大量の情報を管理・運用できます。 通常のBIM運用としては新築時に必要な情報が大半でFMに使いた
いときに欲しい情報がないケースがあります。わざわざFMに使いたい情報を施工BIMから作り直すのでは大変な作業になります。 その手間を削減し普段
使っているBIMからFMに本当に繋げられるシステムをBIM-FMと考えております 。

■FM専用ソフトとの連携

BIMからFMに連携し建物管理に繋げ、維持・運用することを目的としたシステム

NEW サッシの例 

仕様を反映する例 

議事録を 反映する例 

GLOOBEで入力したサッシ 

設計では○○同等品 オブジェクトが 
△△メーカーになる 

△△メーカー 
に決まる 

△△メーカー 
のプロパティ
をリンク 

プロパティ
 リンク 

仕
様
決
め 

○○仕様 
（施主） 

○○仕様BIM A建設会社 
設計・施工BIM 

BIM 

議事録 
（施主・役所） 

一元管理BIM B設計事務所 
設計BIM 

BIM 

BIMは情報を整理することで大切な資産になる 

Excel

Excel
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天空光やアンビエントオクルージョンなど最新のレンダリング機能を
搭載。レンダリング時間の大幅短縮で、素早く高品質の3DCGパース
が作成可能。またパノラマ画像を出力することで、iPadやスマートフォ
ンなどを活用したパノラマプレゼンが行えます。

■高品位レンダリングでハイレベルな
　CGパース作成も素早く簡単に

あおり補正で迫力のあるCGが
簡単に作成可能

ヘッドギアにスマホを取り付けて、スマホVRビュー

立面図／色鉛筆風仕上げ春／マーカー仕上げ 植栽や人物など添景パーツを配置

GLOOBEで作成したパースや図面は、ワンタッチで様々なシーンの再現
が可能。添景パーツの配置、四季の変化、夜景、手描き風仕上げなど、
時間のかかる処理や表現の難しい演出もスピーディに行うことができ、圧
倒的な作業効率の向上と、インパクトある“魅せるプレゼン”を実現します。

■ワンタッチで様々なシーンを再現
P-style for GLOOBE

空気感のある雰囲気や細かいディテール演出などのフォトリアル品
質と簡便な操作性を両立して、どなたでも訴求力の高いビジュアライ
ゼーションが実現できます。

■最新のレンダリングエンジン「V-Ray※」搭載
GLOOBE V-style

GLOOBEで作成したモデルデータがダイレクトに連動し、高品質でリ
アルなウォークスルーや天候シミュレーション、部材の検討などがそ
の場ですぐに行えます。様々な動画ファイル形式への変換も可能で
iPad等での幅広い活用が可能です。

■高品質ウォークスルーをスピーディーに
ARCHITREND リアルウォーカー

ヘッドマウントを装着すると、そこにはVR空間が広がります。
GLOOBEで作成したモデルデータが、そのままバーチャル
イメージとして視覚的に体感できます。
関係者との打ち合わせから建物オーナーへのプレゼン、技
術者教育など様々な活用が可能です。
◎GLOOBE Architect・GLOOBE Construcion両方でご利用いただけるプログラムです。

■入って、歩いて、空間体感
バーチャル空間体感システム「GLOOBE VR」

推奨ヘッドマウントディスプレイ
HTC VIVE Focus 3（HTC社製）

VR専用
ファイル

「VRデータ作成コマンド（GLOOBE標準機能）」
からBIMモデルデータを変換

データ提供：株式会社鴻池組データ提供：株式会社鴻池組

データ提供：株式会社鴻池組データ提供：株式会社鴻池組
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プレゼンテーション
計画・設計段階で生成した3D建築モデルを活用し、GLOOBE
は素早く簡単に、高品質な3次元CGを作り出します。
さまざまな演出で、誰でも、設計者の意図を的確に伝える
インパクトのあるプレゼンを行えます。
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〉

※V-RayとはChaos Software Ltd（本社:ブルガリア）が開発した高性
能レンダラー。非常に高速なフォトリアル品質のレンダリング処理が
可能で、世界中の映画・建築などのプロユースで高いシェアを誇る。

※プログラムの起動にはGLOOBE Architect 基本（2021以降）が必
要です。
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機種に応じたカゴ・レール・台座を組み
合わせて配置。パラメータによる3D動
作、工程計画4Dシミュレーションが行
えます。

平面図及び立面図の出力が可能で必要な寸法線が自動出力され、労働基準監
督署への足場設置届や鳶職への指示書として使用することができます。
カラー印刷も可能なのでよりわかりやすい図面の出力が可能です。

■図面出力

立面図平面図

配置した仮設部材の数量を各部材毎に集計することができます。
自動集計された数量はExcelに出力でき、積算・見積に2次利用可能です。

■概算数量集計

インチ系H1800・H1900 ／メーター系H1800・H1900の
くさび緊結式足場を配置することができます。1 点方向、
連続線で、基本となる支柱・腕木・布材・踏板・先行手
摺・幅木・ジャッキベースの入力が行えます。

■仮設配置計画・シミュレーション

接合編集においてはコーナ部分の処理を、高さ合わせではペントハウスなどの
足場の高さを簡単に調整することができます。
また、スパンの変更で部分的にスパンサイズを調整したり、高さ変更で部分的
に層の増減を行ったり、列変更でステージなどの作成も簡単に行えます。

■編集機能

高さ変更

『くさび緊結式足場（次世代足場）』
くさび式足場と同じく、3Dワンタッチに
よる各パーツの直観的な入力と編集が
可能です。作図した図面は労働安全衛
生法第88条第4項に基づく計画の届
出の添付書類に活用可能です。

『枠組足場』 『仮設昇降機』

施工BIM安全・効率をモデルで徹底追及する
仮設計画
直感的な操作と最小マウスクリックで
足場の入力と編集が可能です。リアルな
3D表現で、安全・最適な足場計画を行う
ことができます。

〈
設
計
BIM

〉
〈
施
工
BIM

〉3Ｄモデルで、施工・数量・工程が連動。施工現場の３つの見える化を実現
基礎工事の状態を見ながら土工計画を行う、躯体工事を考慮しながら仮設計
画を行うなど総合的で合理的な施工計画と3Dシミュレーションが可能。

土工事 仮設工事 基礎工事・躯体工事 入力されたモデルデータから工程計画を自動作成

工期算定用設定

歩掛り

休日・残業

投入数・台数

①設計と施工を繋ぐ ②BIMとCIMを繋ぐ ③現場と顧客を繋ぐ

3つの繋ぐで、普段使いのBIMに！

詳細な立体形状と建物情報だけ
でなく、構造・工法・工期・工区・
工程情報など、建物を造るために
不可欠な情報を加えてDB化する

安全・高効率・高精度な、総
合的な3次元施工計画が可
能になる

製造・生産・施工、及び、現
場の職人が活用可能な次世
代施工に繋がる

施工フェーズの見える化と建築生
産業務の効率化を支援。デジタル
ツインの実現と建築現場の生産性
向上に貢献する次世代施工のBIM
システムGLOOBE Construction。

NEW NEW
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掘削レベルに応じたカラー表現に対応。根伐
する位置・深さが直観的に識別でき、日付・作
業を指定して施工ステップと作業項目を即座に
確認できます。

■『根伐図』の可視化

土工事の各工程の状態を関係者で共有できる様に工程表示切替ボタンを設けました。
これにより表示状態を素早く切り替え効率よく関係者との打ち合わせを行うことができます。

■工程表示

現況地形 整　地 掘　削 埋め戻し

「現況地形」コマンドによる入力だけで
なく、TREND-POINT※の点群地形デー
タを読み込むことが可能です。
TREND-POINTデータにより現況地形
のイメージ共有だけでなくより正確な
土量計算を行うことができます。

現況地形と整地の切土・盛土をリア
ルタイムに表示し無駄無く効率のよい
整地高さの検討ができます。
また、高低差のある敷地では法面が設
定でき、ひな壇状の整地も可能です。

建物躯体のデータがあれば躯体を参
照して自動掘削処理が可能。掘削土
量もリアルタイムに表示し、効率よく掘
削形状を検討することができます。掘
削レベルに応じた色分け塗りつぶしに
も対応。

建物モデルが読み込まれていれば建
物空間を除外した埋め戻し状態を立体
で表示することができ、埋め戻し体積
も自動計算できます。

※福井コンピュータ社製の3D点群処理システム

検討された土工モデルから・土工計画図・土工計画断面図・構台伏図・構台立
面図を自動作図することができます。作図した図面は労働安全衛生法第88条第
4項に基づく計画の届出の添付書類に活用可能です。

■図面出力

株式会社鴻池組では、建設現場におけるMC建機とBIMデータの連携技術強化による施工のさらなる高度化と生産性向上を実現しました。
2020年12月9日付けNews Release（https://archi.fukuicompu.co.jp/sys_img/tp_of_detail/_DL_722.pdf ）
株式会社鴻池組 新研究施設「大阪テクノセンター」の掘削においてLandXMLデータを活用し、日立建機と共同で建設現場のMC（マシンコントロール）を実証。

現況地形から整地時の切土・盛土体積、さ
らに掘削時の掘削体積がリアルタイムに表示
され、土量を意識しながらより最適な整地レ
ベル、掘削形状を検討することができます。

■リアルタイム土量計算

一次掘削・二次掘削と言った様にそれぞれの掘削・支保工レ
ベルを設計の躯体を参照しながら検討し、設定できます。
設定されたレベルはデータ入力時参照できるだけでなく、概算
数量でレベル毎に数量集計することができます。

■土工レベル 整地土量

掘削土量

掘削データをLandXML（CIM系オープンフォーマット）に出力し、ICT建機へ連携させることが可能です。GLOOBE Constructionは次世代施工を支援します。

■ICT施工

（LandXML出力） 日立建機（ICT油圧ショベル）

シートパイル、親杭横矢板、SMWの山留壁工
法に対応し、コーナー部取り合いもワンクリッ
クで処理することができます。

■山留壁

「山留支保工」コマンドで腹起しを、「山留支
保工編集」で腹起し・切梁・火打・切梁支柱
を、躯体データがあれば躯体との干渉も確認し
ながら素早く入力できます。

■山留支保工

入力設定により構台を構成する各部材を自動
配置。自動配置した構台の構成部材を
建物躯体や山留支保工との干渉を確認しな
がら構台の詳細設計を行うことができます。

■構台

土工事に使われる山留壁や山留支保工・構台部材及び土量の自動
集計ができます。
自動集計された数量はExcelに出力でき、積算・見積に2次利用可能
で、土工事の見積や資材発注を素早く行うことができます。

■概算数量集計

〈
設
計
BIM

〉
〈
施
工
BIM

〉

土工計画
現場や建物に応じて、より合理的で効率
的な土工事の施工計画を行うことができ
ます。
計画結果は施工工程を工事関係者で共
有したり、ICT建機に連動するなど幅広く
活用できます。

NEW 2D 3D
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ベルを設計の躯体を参照しながら検討し、設定できます。
設定されたレベルはデータ入力時参照できるだけでなく、概算
数量でレベル毎に数量集計することができます。

■土工レベル 整地土量

掘削土量

掘削データをLandXML（CIM系オープンフォーマット）に出力し、ICT建機へ連携させることが可能です。GLOOBE Constructionは次世代施工を支援します。
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■山留壁

「山留支保工」コマンドで腹起しを、「山留支
保工編集」で腹起し・切梁・火打・切梁支柱
を、躯体データがあれば躯体との干渉も確認し
ながら素早く入力できます。

■山留支保工

入力設定により構台を構成する各部材を自動
配置。自動配置した構台の構成部材を
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で、土工事の見積や資材発注を素早く行うことができます。

■概算数量集計

〈
設
計
BIM

〉
〈
施
工
BIM

〉

土工計画
現場や建物に応じて、より合理的で効率
的な土工事の施工計画を行うことができ
ます。
計画結果は施工工程を工事関係者で共
有したり、ICT建機に連動するなど幅広く
活用できます。

NEW 2D 3D



ブラケット
ダイアフラム

スリーブ継手

躯体計画 NEW

部材の情報（符号、サイズ、配筋など）を
データベースとしてリストに登録。
リスト情報をもとに、記号および寸法線が
リアルタイムで表示されます。
構造データ連携用ファイルST-Bridgeや
GLOOBE Architect、J-BIM施工図CADデー
タ読み込み時は、リスト連携可能です。

■リスト登録

継手/ダイアフラム/スリーブ/免震基礎など、施工指示や安全施工に必要な
部材や機能を搭載しています。

■各種の部材

コンクリート/鉄筋/鉄骨/捨てコン砕石について、全体集計または
種別、鉄骨-鋼材別、鉄筋-径別などの詳細な数量算出が可能です。

■概算数量集計

あらかじめリストに登録した部材（柱・梁など）を配置するだ
けで、建築物の躯体や基礎のBIMモデルを構築。
見上げ⇔見下げや平面⇔断面のビュー切り替え、符号・寸法
線のリアルタイム表示で直感的な操作フローを実現します。
躯体工事を考慮しながら仮設計画を行うなど、総合的で合理
的な施工シミュレーションが可能です。

■躯体計画

3Dオブジェクトで
施工指示に活用可能

コンクリート・鉄筋などの資材自動集計

〈
設
計
BIM

〉
〈
施
工
BIM

〉

現場で便利な2D施工図と3D施工モデルを徹
底追及しました。躯体リストから部材配置する
だけで建築物の躯体や基礎のBIMモデルを構
築できます。
符号・寸法線のリアルタイム表示で直感的な
操作フロー。コンクリート/鉄筋/鉄骨/捨て
コン砕石の詳細な数量算出が可能です。
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クレーン・ショベルのアームの可動領域を可動
中心・範囲の設定により平面及び立体で確認
でき、最も効率の良い配置位置を検討すること
ができます。

■クレーン・ショベル可動範囲
日付と作業を指定して施工ステップと作業項目を即座に確認。
3Dモデルと完全リンクした躯体数量と歩掛データから、適正な工程と部材数量を自動算出可能です。

工区ごとに、コンクリートの打設範囲や鉄骨建て
方を確認 。平面・3Dイメージでの施工範囲の確
認や、工区ごとの積算集計に対応しています。

■工程計画

重機車両部品は可動情報を持ちアームや
ブームの伸縮状態を立体で確認することが
できます。

■3D可動シミュレーション

定格総荷重表Excelデータ読み込みにより、マウス位置の吊り可
能重量を表示します。また、希望吊り重力の設定によりその重量
の吊れる範囲を色分けして表示することができます。

■クレーン吊り重量

Excel

3Dカタログ.comに新しく “建設関連” の選択カテゴリを設け、建設施工で使われる工事機材や重機・車両 約1000点
を用意しました。建設機材の配置計画を立体で確認しながら検討するとともに工事関係者の情報共有を容易にします。

■建設機材部品

車両設定により車両軌跡を表示する
ことができます。また、この軌跡をたど
る車両アニメーションに対応します。

■車両軌跡

作業の日付と項目を指定して施工ステップを分かりやすく確認できる【4Dビュー】 

全体集計や期間・工程・工区を考慮しながら必要数量が集計できる
【5Dビュー】によって高精度な生産設計BIMを実現します。

3Dモデルの色分け表示で集計項目を見える化。
イレギュラーな項目や根拠が分かりづらい部材を色で判別しやすくします。 

重機配置計画

〈
設
計
BIM

〉
〈
施
工
BIM

〉

施工現場に必要な重機・車両を多数搭
載しており、工事現場での車両軌跡表示
やクレーンなどの吊り重量半径の可視化
が可能です。工事の進捗に合わせて時間
軸で複数の位置・動作を設定し、安全性
と効率性を3Dモデルで徹底確認できます。

工程計画 NEW

施工・数量・工程が完全連動して、適正工期
の算定と工程計画が自動でできます。仮設・
土工・躯体工事を3D・4D・5Dデータでシミュ
レーションしながら工程を組むことができ、
これまでの図面・電卓・経験則による「手待
ち」「手戻り」「手直し」のムダを解消し、業務
効率化を実現できます。

土工事 仮設工事 基礎工事・躯体工事 入力されたモデルデータから工程計画を自動作成

色別の3Dモデルで
数量根拠も分かりやすく

工期算定用設定

歩掛り

休日・残業

投入数・台数

※CAD連携には別途3Dカタログ.comの有料会員契約が必要です。
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BIM建築設計・施工支援システム  グローブシリーズ［一般建築物・特殊建築物］

2022.07現在

※GLOOBEは福井コンピュータホールディングス株式会社の登録商標です。その他記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※本カタログに掲載されているCGパースサンプルは、一部DATA STATIONの添景データを使用しています。
※本カタログの画面キャプチャーに使用されている一部のデータは、畝啓建築事務所株式会社、株式会社奥村組、加和太建設株式会社、共立建設株式会社、
　株式会社鴻池組、株式会社コンパス建築工房よりご提供いただいたものです。
※当社約款については、こちら（https://hd.fukuicompu.co.jp/policy/index.html）をご確認ください。

札幌・盛岡・仙台・水戸・宇都宮・高崎・新潟・長野・さいたま・千葉・東京・川崎・静岡・名古屋・岐阜・福井・京都・大阪・神戸・岡山・
高松・松山・広島・福岡・熊本・別府・宮崎・鹿児島・那覇

・GLOOBE Architect ： Windows 11・10・8.1（32/64bit）
  〔推奨 Windows 11・10（64bit）〕
・GLOOBE Construction  ： Windows 11・10・8.1（64bit）
  〔推奨 Windows 11・10（64bit）〕
・GLOOBE V-style ： Windows 11・10（64bit）

□OS

□CPU

□必要メモリ

□必要HDD容量

□必要解像度

※プログラムのインストール時にDVD-ROMドライブまたはネットワーク環境などのDVD-ROMを認識できる環境が必要です。
※プログラムのインストール先としてNASのご利用はできません。またデータを直接NASに保存することは推奨できません。
※動作確認テストは、動作環境で行っております。仮想マシン上での動作は保証外です。  
※上記動作環境は2022年7月現在のものです。動作環境は予告なく変更する場合があります。商品により動作環境が異なる場合があります。製品に関するお問合せは福井コンピュータグループ総合案内までお願いします。 

GLOOBE（2022年7月最新版動作環境）

Core i7以上　※CPUは、intel社製に限ります。

8.0GB以上〔推奨16.0GB以上〕

3.0GB〔推奨5.0GB以上〕　※データの大きさや必要構成により異なります。

1280×1024以上推奨

□VIDEO

□VIDEOメモリ

□その他

DirectX 12.0 対応グラフィックカード
※オプションプログラム「ARCHITREND リアルウォーカー」：OpenGL 3.0、DirectX 10.0 以上

1.0GB以上
※大規模モデル、複雑なモデルを扱う場合は 2.0GB以上を推奨
　（推奨グラフィックカード：nVIDIA社製 Geforce GTX 750シリーズ以上、Quadro P2000
　以上、AMD社製 RADEON RX 460シリーズ以上。「ARCHITREND リアルウォーカー」に
　ついては、 AMD社製 RADEON系グラフィックカードは動作対象外です。）
※「GLOOBE V-style」は8.0GB以上を推奨
　（推奨グラフィックカード：nVIDIA社製 Geforce GTX 1080以上、Geforce RTX 2070以上）

一部の機能を利用するためには Microsoft Edge WebView2 ランタイムが必要です。

〈製品詳細〉 〈動画で解説！〉 〈30日間無料体験版〉
GLOOBE 福井コンピュータアーキテクト GLOOBE Channel GLOOBE 体験版

GLOOBEをWEBで詳しくご紹介しています。

福井コンピュータアーキテクト　スタラボ

BIM製品導入事例を多数公開しています。

〈導入事例サイト スタラボ〉

オンライン教材　福井コンピュータ

「オンライン教材」のご案内

スキルアップサービススキルアップサービス
初めての方から、ワンステップ上の活用を目指す方に！

パソコン、タブレット、スマートフォンから、Webサイトにて365日いつでも視聴可能。
空いた時間に自分のペースで学習したい…そんな方に最適なオンライン教材をご用意しています。

●GLOOBE Architect プラン作成編
●GLOOBE Architect プレゼン編
●GLOOBE Construction 基本編

※ご利用には、FCアカウントの登録、インターネット環境が必要です。
※詳細は総合価格表、ホームページをご参照ください。 https://smart.fukuicompu.co.jp/architecture/


