価格表
＜ セット ＞
■測量基本セット

〔価格は税込総額です〕

標準価格

□用地CAD
□DCオンライン（各社+APA）

\945,000

Page.１/2

Ver.６.０
2009年3月2日

新規ご導入や増設時には、お得なセットをご検討ください。

用地CADとデータコレクタオンラインをセットにしたパッケージです。
新規導入の他、現場用増設にもお勧めです。

■測量応用セット
□測量基本セット
□線形CAD
□縦横断CAD

\1,470,000

「測量基本セット」に線形･縦横断をプラスした、
測量設計業向けの標準構成です。

\1,680,000

「測量応用セット」に三次元道路の切り出し･走行シミュレーションを
加えたセットで、道路設計を支援します。

\1,680,000

用地測量業務も、地籍調査業務（D〜H工程）の処理にも対応。

■設計セット
□測量基本セット
□設計オプションパック

■地籍調査基本セット
□測量基本セット
□地籍調査システム

■登記支援セット
□登記ED-CAD
□建物システム
□DCオンライン（各社+APA）

\997,500

土地と建物、データコレクタオンラインをワンパッケージに。
土地家屋調査士様向けの基本パッケージです。

■ 14条地図事務支援セット
□地籍調査システム
□14条地図事務支援システム

＜ 個別オプション ＞

〔価格は税込総額です〕

\1,260,000
標準価格

ATMS優待

地籍調査システム（D〜H工程対応）に、14条地図事務支援をセット。
タイプ ATMS優待価格は、ATMS契約に加入中または加入と同時の場合に適用します。
※1

■用地測量オプション
□ 用地CAD

\840,000

用地処理を中心とした測量計算を多数搭載した測量基本システム。

C/M 各種ファイル入出力、用地CAD、現況図CADを装備。

\105,000 S/M
\105,000 C/M

CADに配置されたラスタデータをGeoTIFFファイル出力。

□ 面積分割一連計算

\157,500
\157,500

□ モデルベースエクスチェンジャー

\315,000

\210,000 C/M

LandXML入出力によりAutoCAD Civil3Dと相互連携、
三次元モデルベース交換を可能に。

□ DM入出力

\262,500

\210,000 S/M

DMファイルの入出力を可能に。 DMファイルのCAD読み込み対応と、
DM属性を付与編集したCAD図面のDMファイル出力。

□ 拡張ＤＭ変換入出力

\472,500

\367,500 C/M

拡張DMの編集･入出力を可能に。
CAD図面やDM･SXF等より入力した図形への拡張DM編集を搭載。

□ ラスタ編集/カラーモノクロ

\367,500

\315,000 C/M

ラスタの各種編集（補正･追加･部分削除、他）
※モノクロのみ対応の場合￥210,000-

□ ラスタ線追跡/カラーモノクロ ※2

\262,500

\210,000 C/M

ラスタ/ベクタ変換（線追跡機能のみ）
※モノクロのみ対応の場合￥105,000-

□ R/V変換/カラーモノクロ ※2

\735,000

\630,000 C/M

ラスタ/ベクタ変換と、ラスタ編集・線追跡の全機能を含み、
公図ラスタ変換機能搭載。
※モノクロのみの場合￥525,000-

□ 国調区画

\420,000 C/M
\105,000 C/M

登録済み区画データより国調専用の座標法を用いて面積を計算。

□ FKP引照点表配置

\525,000
\126,000

□ 街区基準点取付精度管理表

\210,000

\157,500 C/M

街区基準点取付一筆地測量で推奨する各精度点検5種類を
精度管理表として出力。 PocketNeo街区取付のワーク連携。

□ 線形CAD

\367,500

\315,000 C/M

各入力方法による線形データの作成と各種計算、
線形CAD編集コマンドを搭載。

□ 縦横断CAD

\525,000

\420,000 C/M

野帳処理から現況・計画までデータ作成。 縦断表や土量計算など
専用CADコマンド搭載。 PocketNeo縦横断とデータ連携。

□ 丁張計算

\126,000

\105,000 C/M

線形・縦横断データまたは単独入力による丁張計算。

□ 3D道路設計支援ｼｽﾃﾑ

\367,500

\315,000 C/M

DXFやXYZ座標を元に三次元モデル編集。道路構造令を取り入れた
線形・縦横断のシミュレーションから立体表示、詳細図作成まで。

\997,500

\840,000 C/M

線形CAD＋縦横断CAD＋3D設計支援をお得なパッケージに。

□ GeoTIFF書き込み

座標計算確定前に区画の分割や隅切をシミュレーション。

ネットワーク型RTK-GPS/FKP方式観測データから引照点表を作成。

■路線・縦横断オプション

□ 設計オプションパック

■登記関連オプション
□ 登記エディション-CAD ※3

\630,000

登記業務用として一部機能制限付の「用地CAD」測量基本システム。

C/M 線形･縦横断や基準点関連等、一部オプションの追加ができません。

\210,000

\157,500 C/M

法務省による地積測量情報XML･建物図面XML等、
オンライン申請可能なXML及びTiffの出力と電子署名。

□ 建物システム

\367,500

\315,000 C/M

普通建物及び区分建物の、データ処理と建物図面･各階平面図作成。
敷地トレースツールや形状入力に関する支援機能も搭載。

□ オンライン特例方式オプション

\315,000

\262,500 C/M

特例添付書類別送方式オンライン申請を支援（乙号申請にも対応）。
書類のPDF変換や署名も可能（公的個人認証は完全オンライン必要）。

□ 完全オンライン方式プラス

\210,000

\157,500 C/M

特例方式オプションに追加することで申請人の公的個人認証署名にも
対応、完全オンライン申請を可能にします。

□ 登記書類作成支援

\210,000

\157,500 C/M

登記申請書、その他添付書類など400以上の帳票タイプを用意。
点情報管理機能、筆界特定申請支援機能、画像編集機能等も搭載。

□ 調査報告書作成支援

\157,500

\105,000 C/M

不動産登記規則93条に基づく各調査報告書の作成を支援。
CADから連携の調査素図や付録画像も作成可能です。

□ 登記ED-CAD → 用地CADへVERUP

\210,000

□ 地積測量情報ＸＭＬ(土地・建物・署名）

C/M 登記エディション-CADから用地CADに基本プログラムをアップグレード。

価格表
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■CALS関連オプション
□ 成果ダイレクト電納 -土木設計-

\157,500

\105,000 C/M

WingFan!の成果管理から電納成果に。XML編集機能搭載。※4
国交省土木設計･測量要領案H20版と農水省H17版に対応。

□ CAD製図変換

\126,000
\262,500

\105,000 S/M
\210,000 C/M

CAD製図基準(案)に準拠した図面作成支援とチェック･修正機能。

□ 道路工事完成図支援
□ 展開図オプション

\367,500

\315,000 C/M

三角形入力による他、XYZ座標を斜長とするヘロン展開図。
舗装・擁壁展開図の作成とCADコマンドを搭載。単独稼働可能。

□ 厳密網平均計算（水平・高低）

\630,000

\525,000 C/M

厳密水平/高低網平均計算。精度管理表や各種網図も作成。
※ST計算・緯度経度座標計算も含みます。

□ 簡易網平均計算（水平・高低）

\630,000

\525,000 C/M

任意型簡易水平網/高低網平均計算。
精度管理表や各種網図も作成。 ※単路線平均計算にも対応

□ 単路線平均計算（水平・高低）

□ 国有林トラバース

\262,500
\262,500
\126,000
\210,000
\157,500
\525,000
\262,500
\262,500
\126,000
\126,000

\210,000
\210,000
\105,000
\157,500
\105,000
\420,000
\210,000
\210,000
\105,000
\105,000

□ 点の記作成ツール

\157,500

\105,000 C/M

点情報の管理や、基準点･水準･都市再生基本調査用点の記作成。
CAD連続自動切り出し、PocketNeoからの測点写真情報とも連携。

\262,500

\210,000 C/M

ラスタ補正配置から読み取り作業を支援。
読み取りのためのラスタ編集機能、入出力制御、デジﾞ接続を搭載。

\262,500

\210,000 C/M

スキャンショットの機能拡張、閉合ラスタピックによる区画自動生成や、
ラスタ線追跡による結線自動生成を行います。

道路工事完成平面図属性付作図コマンド、距離標チェックツール等。

■基準点・水準測量オプション

□ 都市再生街区基準点精度管理表
□ ST計算・緯度経度座標計算
□ PATCH-JGD座標変換
□ 基準点トラバース
□ 水準測量一連計算（1〜4級）
□ 水準測量一連計算（1.2級）
□ 水準測量（3.4級）
□ 方位角網計算

C/M 簡易網形式による単路線形状の平均計算。検定対応。
C/M 放射法出合差･補助点測量。厳密網と簡易網（または単路線）必須。
C/M ST計算と、BL→XY、XY→BL相互変換。
C/M PATCH-JGDパラメータによる座標変換。国土地理院使用検定取得。
C/M 手入力による単路線平均計算。正反観測距離補正計算、精度管理表。
C/M 水準野帳から水準網平均計算、精度管理表。水準路線変動計算。
C/M 水準野帳から水準網平均計算、精度管理表。水準路線変動計算。
C/M 水準野帳から水準網平均計算（3,4級）、精度管理表。
C/M 方位角平均計算 ※方位角ﾄﾗﾊﾞｰｽは用地CAD・登記ED-CADに標準
C/M 国有林トラバース計算。

■スキャンショット
□ スキャンショット
□ ラスタ区画結線生成

■地籍調査関連オプション
\1,050,000

□ 地籍調査システム

地籍調査D、E、F、G、Ｈ工程における情報管理と測量計算、

C/M 地籍ﾌｫｰﾏｯﾄ2000入出力。

□ 地籍図根点網計算

\840,000

\735,000 C/M

厳密網、簡易網計算（地籍調査C、D工程用）
※基準点厳密網・簡易網いずれか所有の場合は￥420,000-

□ 地籍工程検査成績表

\262,500
\262,500
\630,000

\210,000 C/M
\210,000 C/M
\525,000 C/M

地籍調査C〜H工程対応、工程検査成績表の作成。

\105,000 S/M
\210,000 S/M

APA共通フォーマットによるデータコレクタオンライン。

□ 横断観測共通フォーマット入力

\157,500
\262,500
\105,000

□ オートコンタ

\367,500

\315,000 C/M

XYZ座標から三角メッシュ・コンタデータを自動生成。メッシュ組み換えに
よる地形変更やフライトビュー投影図・用地CADでの細部編集が可能。

\262,500
\126,000
\126,000

\210,000 C/M
\105,000 C/M
\105,000 S/M

現況座標と計画座標からメッシュ法で土量算出。 ※オートコンタ必須

□ 14条地図事務支援システム
□ 東京都街区先行型地籍調査支援

地籍調査ｼｽﾃﾑ必須。土地調査書･宛名ﾗﾍﾞﾙ･立会日程等調査支援。
街区調査実務の手引き対応。街区境界設定、街区隣接境界設定。

■その他オプション
□ DCオンライン取込（APA）
□ DCオンライン取込（各社+APA） ※5

□ メッシュ土量計算
□ 北海道オプション
□ 地籍フォーマット2000入出力

各社データコレクタとのオンライン。 ※APA共通フォーマットも含む

S/M 横断観測共通フォーマットの入力に対応。 ※出力は未対応

北海道仕様、スライド計算＋街区計算＋地積測定比較表をセットで。
地籍フォーマット2000入出力機能 ※用地CAD必須

■WingFan!・WOS/WingNeo環境ソフトウェア
□ WingFan! （現場データ管理ツール）
□ WOS-ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ
□ WOS-OP/ﾈｯﾄﾜｰｸﾍﾞｰｽ
□ WOS-OP/ﾈｯﾄﾜｰｸｸﾗｲｱﾝﾄ
□ WOS-OP/ﾓﾊﾞｲﾙｸﾗｲｱﾝﾄ

\0
\0
\105,000
\52,500
\52,500

スタンドアロン環境ではHASPを装着したPCのみ稼動。
WOS/ﾈｯﾄﾜｰｸﾍﾞｰｽ＋ｸﾗｲｱﾝﾄ環境なら社内LAN上フリーで稼動が可能。
稼動するための基本環境ソフトウェア。（稼動本数分）
ネットワークライセンス管理機能（/1グループ）
ネットワーククライアント参加機能（/稼動1台）
ネットワーククライアント参加機能＋単独起動（/稼動1台）

※1 タイプの解説：ネットワークライセンス時の管理方法。C:ｸﾗｲｱﾝﾄ管理(/利用1台) M:ﾓﾊﾞｲﾙ管理(/利用1台) S:ｻｰﾊﾞ管理(/利用1ｸﾞﾙｰﾌﾟ)
※2 R/V変換オプションと線追跡オプションは、同一HASP上での共存不可。R/V変換とラスタ編集、線追跡とラスタ編集の組み合わせは可能。
※3 用地CADと登記エディション-CADは製品仕様が異なるため、同一サーバー上に共存できません。
※4 成果ダイレクト電納は「BORING」「PHOTO」編集には対応していません。また地籍電子納品は今後オプションにて対応予定です。
※5 DCオンライン取込（各社＋APA）はAPA/トプコン/ソキア/ニコントリンブル/ペンタックス/ジオジメータ/JEC AT-1の対応です。
・ WingNeoの標準プロテクトはUSBタイプHASPです。現在その他のタイプは用意しておりません。
・ インスト（導入指導）料･セットアップ（搬入設置）料、及びATMS年間保守料は、別途申し受けます。
ご用命は・・・

http://www.aisantec.com/

東京都世田谷区上馬3-7-8 トーヨーBLDG 8F
Phone 03-5779-1221Fax 03-5779-1220

