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施工管理・概略設計もOK、さらにトラス・アーチ・斜張橋等の様々な橋梁の設計が可能な．．．  

CONST Ver6リリースキャンペーン 
 
これ１本ですべての桁橋の設計が可能。概略設計にも対応。１ライセンスで最大１５種類のライセンスが利用可能な．．． 

PC桁橋プログラムマルチユースライセンス発売キャンペーン 
 

上記２つのキャンペーンを行います。 

 

詳しくは、裏面のキャンペーン詳細をご覧ください。 

 

キャンペーン期間：２００８年１２月１日～２００９年２月２０日 

コンクリート橋設計プログラムキャンペーンのご案内 

2008年12月吉日  
お客様各位 

伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社 

社会基盤ソリューション部 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、このたび弊社では、ＣＯＮＳＴの新バージョン及びＰＣ桁橋シリーズマルチユースライセンスのリリースに 

ともない、対象プログラムをお求め安い価格でご提供いたします「コンクリート橋設計プログラムキャンペーン」を

実施する運びとなりました。同封いたしました資料をご覧いただき、是非この機会にソフトウェア導入 

をご検討いただきますようをお願い申し上げます。 



 

科学システム事業部 社会基盤ソリューション部   〒100-6080 東京都千代田区霞が関３－２－５ 

 伊藤忠テクノソリューションズ コンクリート橋設計プログラムキャンペーンのご案内 

キャンペーン期間：２００８年１２月１日～２００９年２月２０日 

キャンペーン詳細 

キャンペーン特典 その１（購入価格が．．．） 

定価の２５％ＯＦＦ～４０％ＯＦＦの特別価格でCONST・ＰＣ桁橋マルチユースライセンスをご購入いただく事

が可能です。 

 

キャンペーン価格の詳細は、それぞれのソフトウェアの「キャンペーン価格一覧表」をご覧ください。 

キャンペーン特典 その２（保守費用も．．．） 

キャンペーン期間中にご購入いただきました、全てのプログラムの次年度の保守費用を定価の２0％OFFと

させていただきます。 

キャンペーン特典 その３（さらにお買い得！） 

「ＣＯＮＳＴ限定」 

 

CONST基本セット（Entry Edition限定）とオプションを組み合わせた、「活用セット」と「立体格子セット」の２

つの特別パッケージセットをご用意いたしました。 

特別パッケージのソフトウェア構成、価格は「CONSTキャンペーン価格一覧表」をご覧ください。 

 

「PC桁橋マルチユースライセンス限定」 

 

2009年1月25日までに、お支払いいただける場合のみキャンペーン価格よりさらに２０％OFFにてご提供い

たします。 

ご利用希望のお客様は、申込用紙中断の「□早期支払い特典利用希望」にチェックの上お申し込みください 

お申し込み方法 

 

キャンペーン価格一覧表の裏面のＦＡＸ送信票に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてご返信ください。受領

後、弊社よりお見積書、注文書をお送りいたします。 

 

注意事項 

ＦＡＸ送信票の送付だけでは、商品の発注完了とはなりません。 

弊社より別途お送りする注文書の受領後、注文条件に応じ商品をお送りいたしますのでご了承ください。 

キャンペーン対象プログラムの詳細は、別紙「キャンペーンプログラム概要」をご覧ください。 
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キャンペーン価格一覧表（CONST） 

区 分 キャンペーン対象商品 販売定価 キャンペーン価格 

  
  
 基本モジュール 

CONST/Entry Edition 
（上部工節点：１００点まで） 

¥800,000円 ¥600,000円 

CONST/Standard Edition 
（上部工節点：３００点まで） 

¥2,000,000円 ¥1,500,000円 

CONST/Premium Edition 
（上部工節点：８００点まで） 

¥2,500,000円 ¥1,875,000円 

  
オプション 

斜張橋オプション（Option A)     ¥1,500,000円 ¥1,125,000円 

立体格子オプション（Option B)※１ ¥800,000円 ¥600,000円 

CONST入出力オプション（Option C) ¥250,000円 ¥187,500円 

CONSTキャンペーン価格（定価の25％OFF) 

特別パッケージセット商品 

セット商品名 セット内容とお勧めポイント キャンペーン価格 

 

 

活用セット 

CONST/Entry EditionにCONST入出力オプションを１ラ

イセンス追加したパッケージセットです。  

CONSTをフルにご活用いただけるお客様にお勧めです。

入出力プログラムが２ライセンスになるため、複数の方で

データ作成や確認が行えます。 

 

 

¥675,000 

  

 

 

立体格子セット 

  

  

CONST/Entry Edition＋立体格子オプションを追加した

パッケージセットです。 

立体格子の活用により、難易度の高い橋梁の設計も可

能になります。立体格子プログラムとして単独利用も可

能ですので、立体格子のプログラムをお持ちでないお客

様にもお勧めです。 

 

 

¥840,000 

お申し込みは、今すぐ裏面キャンペーン申込用紙で．．． 

※１今回リリースの立体格子オプションは、CONST本体と完全に連動しておりません。また、入力データをテキストエディター等で作成 

し、CONST内部で作成したデータを指定し実行させるバッチ処理となります。 

CONST本体と連動するバージョンは、2009年4月リリース予定のVer7.0となります。 

 

Ver7.0に実装予定の機能は以下の通りです。 

① 立体格子モデリング機能 

② 数量計算書 

③ 弊社製線形計算（ROADVIEW）との連動  
上記の機能追加は、予告無く変更する場合もございます。 

※１ 上記価格は全て税別価格です。 

※２ ソフトウェアライセンスは、CPDS（インターネットライセンス承認）システムでご提供いたします。 

※３ 次年度の保守費用は、定価の１２．５％となります。 
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FAX NO. 03-3539-5173 
〒100-6080 東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビル  

伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社 社会基盤ソリューション部 

コンクリート橋設計プログラムキャンペーン担当 行 TEL 03-6203-7420 

 

ＣＯＮＳＴキャンペーン申込用紙 
購入を希望される商品の本数をご記入の上、弊社までご返信ください。 

申込用紙受領後、お見積書と注文書を郵送いたします。 

※上記費用には消費税は含まれていません。 

 
 

申込日   年  月   日 

会社名 

 

  

住所 

 

  

部署名 

 

  

担当者 

 

  

TEL 
 

  FAX   

E-mail 
 

  

備考 

  
  

 伊藤忠テクノソリューションズ コンクリート橋設計プログラムキャンペーンのご案内 

 Ｆ Ａ Ｘ 送 信 票 

区分 キャンペーン対象商品 本数 販売定価 キャンペーン価格 

  
  
  
基本モジュール 

CONST/Entry Edition 
（上部工節点：１００点まで） 

＿本 

  

  \800,000   \600,000 

CONST/Standard Edition 
（上部工節点：３００点まで） 

＿本  \2,000,000  \1,500,000 

CONST/Premium Edition 
（上部工節点：８００点まで） 

＿本  \2,500,000  \1,875,000 

  

 

 
オプション 

斜張橋オプション 

（Option A) 

＿本  \1,500,000  \1,125,000 

立体格子オプション 

（Option B) 

＿本   \800,000   \600,000 

CONST入出力オプション 

（Option C) 

＿本   \250,000   \187,500 

特別パッケージ

セット 

CONST拡張セット 

（Entry Edition ＋Option C) 

＿本  ¥1,050,000   \675,000 

CONST拡張セット 

（Entry Edition＋Option B) 

＿本  ¥1,600,000   \840,000 
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キャンペーン価格一覧表（PC桁橋マルチユースライセンス） 

基本セット名 販売定価 キャンペーン価格 

CPDS-MUS（単純桁フルセット：PC-BEAMシリーズ）    ¥900,000  ¥540,000 

CPDS-MUS（連結桁フルセット：PC-JOGシリーズ）   ¥1,800,000 ¥1,080,000 

CPDS-MUS（単純・連結桁フルセット：PC-BEAM・JOGシリーズ）   ¥2,400,000 ¥1,440,000 

追加オプション 販売定価 キャンペーン価格 

CPDS-MUS-COMPO（PC-COMPO）    ¥600,000  ¥360,000 

CPDS-MUS-SLAB（PC-SLAB）    ¥500,000  ¥300,000 

CPDS-MUS-軽荷重スラブ（PC-軽荷重スラブ）    ¥300,000  ¥180,000 

※１ 上記は全て税別価格です。 

※２ ソフトウェアライセンスは、CPDS（インターネットライセンス承認）システムでご提供いたします。 

※３ 次年度保守費用については、別途お問合せください。 

 

※2009年1月25日までにご入金いただけるお客様は、キャンペーン価格よりさらに20%OFFの早期お支

払い特典価格でご提供させていただきます。 

（ex．単純桁マルチユースライセンスの場合、¥432,000となります） 

 

 

お申し込みは、今すぐ裏面キャンペーン申込用紙で．．． 

マルチユースライセンスキャンペーン価格（定価の40％OFF) 
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FAX NO. 03-3539-5173  
〒100-6080 東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビル  

伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社 社会基盤ソリューション部 

コンクリート橋設計プログラムキャンペーン担当 行 TEL 03-6203-7420 

 

マルチユースライセンスキャンペーン申込用紙 
購入を希望される商品の本数をご記入の上、弊社までご返信ください。 

申込用紙受領後、お見積書と注文書を郵送いたします。 

 Ｆ Ａ Ｘ 送 信 票 

※上記費用には消費税は含まれていません。 

 

□早期支払い特典利用希望 
2009年1月25日までにお支払いいただけるお客様はチェックしてください、キャンペーン価格よりさらに20%OFFいたします 

基本セット名 本数 販売定価 キャンペーン価格 

CPDS-MUS（単純桁フルセット：PC-BEAMシリーズ） 

 

＿本   ¥900,000   ¥540,000 

CPDS-MUS（連結桁フルセット：PC-JOGシリーズ） 

 

＿本  ¥1,800,000  ¥1,080,000 

CPDS-MUS 

（単純・連結桁フルセット：PC-BEAM・JOGシリーズ） 

＿本  ¥2,400,000  ¥1,440,000 

基本セット名 本数 販売定価 キャンペーン価格 

CPDS-MUS-COMPO（PC-COMPO） 

 

＿本   ¥600,000   ¥360,000 

CPDS-MUS-SLAB（PC-SLAB） 

 

＿本   ¥500,000   ¥300,000 

CPDS-MUS-軽荷重スラブ（PC-軽荷重スラブ） 

 

＿本   ¥300,000   ¥180,000 

申込日   年  月   日 

会社名 

 

  

住所 

 

  

部署名 

 

  

担当者 

 

  

TEL 
 

  FAX   

E-mail 
 

  

備考 
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任意形コンクリート道路橋設計プログラムCONST概要 

CONSTとは．．． 

道路橋示法書（平成１４年度版）に準拠した、ＰＣ・ＰＲＣ・ＲＣ橋梁の設計計算プログラムです。 

猪股俊司博士のクリープ理論を基に、構造物の挙動をより現実的に再現したコンクリート橋設計ソフトウェアであり、設

計計算だけでは無く、上げ越し等の現場施工管理計算にも多く利用されています。 

プログラムの機能と特徴 
□ 設計対象橋梁 

コンクリート橋梁を対象としています。 

※ラーメン橋、桁橋、場所打中空床版橋、斜π橋、アーチ橋等 

なお、斜張橋オプションを利用する事により、斜張橋、エクストラドーズド橋の設

計も可能です。 

主桁部材は、PC、ＰＲＣ（ひびわれ幅考慮）、ＲＣを選択可能。下部工のモデル化

も行います。 

ＰＣ橋については、データ生成Ｗｉｚａｒｄにより簡易的にモデルデータ、ＰＣ鋼材を

作成する事が可能です。 

断面形状について 
ソフトウェアに用意されたテンプレート、もしくは任意の断面形状を取り扱うことが

可能です。作成した断面の断面積・2次モーメント・ねじり定数は自動算出されます

（任意形状は、ねじり定数は算出されません） 

設計荷重 
Ａ活荷重、Ｂ活荷重、Ｔ荷重、Ｌ荷重、任意格子解析結果（立体格子オプションが

必要）が取り扱いできます。 

出力 
設計計算書、結果リスト（CSV、テキスト形式）、応力度図、断面力図、変位図 

その他 
① 弊社製動的解析プログラム「ＤＹＮＡ２Ｅ」への初期モデルデータ出力 

② 弊社製緊張管理計算プログラム「ＰＣ－ＰＲＥＳＴ」への初期モデルデータ出力 

③ ＣＰＤＳ（インターネットライセンス管理システム）に対応 

新機能：モデリングウィザードについて 

モデリングウィザードは、PC箱桁の張出施工・支保工施工を対象とした設計用のモ

デルデータ（構造・施工段階・荷重・鋼材配置）を簡単なテンプレート入力で作成する

事が可能な、データ作成支援システムです。本ウィザードを利用する事により、従来

のモデルデータ作成手順を大幅に短縮することが可能です。 

 

モデリングウィザードの特長１ 
ＣＯＮＳＴのモデリングウィザードは、詳細設計同様の設計計算・データ設計を内部で

自動的に行っており、簡易入力機能であっても、正確な設計用データを作成する事

ができます。 

 

モデリングウィザードの特長２ 
ＰＣ鋼材の配置を自動設定することが可能です。ＣＯＮＳＴでは応力レベルと形状も

考慮した最適化を行いますので、より実設計に近い鋼材配置が可能です。また、ＰＣ

鋼材自動配置機能は、モデリングウィザードと独立して利用する事も可能であり、任

意に作成されたデータでも利用する事が可能です。 ＰＣ鋼材自動配置機能画面サンプル 

任意断面設定画面サンプル 

ＣＯＮＳＴメイン画面 

構造・施工段階・荷重の一括定義 

ウィザードモデル 

任意モデル 

任意構造 任意施工 任意荷重 ＋ ＋ 

ＰＣ鋼材の自動配置 

各施工段階の要素分割および施工方法により鋼材配置を決定。 

あらゆるモデルに対し自動配置が可能です。 

別紙：キャンペーンプログラム概要 
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ＰＣ桁橋概略・詳細設計プログラム（ＰＣ－ＢＥＡＭ・ＰＣ－ＪＯＧ） 

及びマルチユースライセンス概要 

PC-BEAM・PC-JOGとは．．． 

PC-BEAM・PC-JOGは、弊社が開発した桁橋（プレテンション方式HOLLOW桁・T桁、ポストテンション方式HOLLOW桁・T

桁）の概略・詳細設計プログラムです。開発より、多くのPCメーカー様、設計コンサルタント様よりご利用いただいており、

現在800ライセンスの販売実績がございます。対話式入力の先駆けとしてリリースされた本商品は、幾度のバージョン

アップを行い常に最新の設計指針を取り入れたプログラムとして、ユーザーの皆様にご好評を頂いております。 

プログラムの機能と特徴 
設計対象橋梁 

プレテンション方式HOLLOW桁/T桁、ポストテンション方式HOLLOW桁/T桁の 

単純・連結の８種類の橋梁が別々のプログラムとして発売されております。 

今回リリースのマルチユースライセンスは、最大８種類の橋梁が１ライセンスで利

用可能です。 

 

補強設計に対応（単純桁のみ） 

外ケーブル工法、鋼板接着、炭素繊維シート、アウトプレート工法、P-PUT工法

に対応しております。また、旧タイプのプレテン桁復元設計が可能です 

床版の設計 断面力の計算、曲げ応力度の計算、曲げ破壊安全度

の検討など 

断面力の計算 ギヨン・マソネー、格子構造理論、断面力の直接入力、

【GRIDVIEW】ポストファイルからの入力：単純桁のみ 

主桁の設計 

  

プレストレスの計算、曲げ応力度の計算、曲げ破壊安

全度の検討、 せん断応力度及び斜引張応力度の検

討、たわみの計算、セグメント桁の検討など 

横桁の設計 断面諸定数の計算、曲げ応力度の計算、曲げ破壊安

全度、せん断、ねじりの検討など 

反力の計算 各主桁の反力、橋台、橋脚の反力 

支承の設計 

（単純桁のみ） 

移動量の計算、ゴム支承の計算、アンカーバーの検討 

概略数量計算 主桁工、横組工、橋面工など 

支点横桁設計 

（T桁橋のみ） 

変位制限構造（ジョイントプロテクター）に対する検討、 

落橋防止構造に対する検討など 

主な設計機能 

任意格子データ設定画面サンプル 

プログラムメイン画面サンプル 

マルチユースライセンス概要 

CPDS-MUS（CPDSマルチユースライセンス）とは？ 

 

CPDS-MUSは、弊社製ネットワークライセンス承認システム（CPDS）上

にて１つのライセンス契約で、複数のソフトウェアの利用が可能なライセ

ンス体系です。なお、複数の種類のライセンスを同時に利用することは

できません。 

 

CPDS-MUSの特長は以下のようになります。 

１．全社的なライセンス管理、遠隔地でのソフトウェア利用が可能です。 

２．１ライセンスの契約にて複数種類のプログラムが利用可能であり、費

用対効果が高いライセンス体系です。 

 

別紙：キャンペーンプログラム概要 


