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『Civil Plaza シリーズ』技術計算ソフト 

バージョンアップについてのお知らせ 
 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、格別のお引き立てを賜り厚くお

礼申し上げます。 

昨年バージョンアップをしました「Civil Plaza シリーズ」の技術計算ソフトは、特に計算書出力

(Word 出力)では、全て新規に Word で作成したものと同様なネイティブな Word データとして高速出

力ができ、ページ設定通りの出力がされますので、電子納品の際にも威力が発揮されると好評を頂い

ております。 

是非、まだ最新のバージョンでご使用されていない場合には、下記の通りご案内致しますので、バ

ージョンアップをされますよう、お願いいたします。 

今後とも、Civil Plaza アプリケーションソフトウェア及び弊社へのご愛顧を宜しくお願い致しま

す。 

敬具 

 

記 
 

1.下水道施設の耐震設計 
＜期間限定優待価格 ver2.0→ver2.1(2004 年 3 月迄)＞ 

       「下水道施設の耐震設計 ver2.1」  25,000 円 

＜バージョンアップ価格 ver2.0→ver2.1(2004 年 4 月～2004 年 12 月迄)＞ 

       「下水道施設の耐震設計 ver2.1」  30,000 円 

 

＜バージョンアップ内容＞ 

        ・[液状化の判定]に於いて、液状化指数 PL の算出の追加。 

           *液状化指数(PL)は、地盤としての液状化の程度ないし危険度を表す指数。 

        ・全ての計算タイプの Word 出力の追加。 

           *文章はもちろん図まで、全てネイティブな Word データとして出力されます。 

*計算書(Word)出力は、MicrosoftWord2000/2002 での対応になります。 

 

2.管の構造計算 
＜期間限定優待価格 SI 単位版 ver1.*→SI 単位版 ver2.0(2004 年 3 月迄)＞ 

       「管の構造計算 ver2.0」   20,000 円 

＜期間限定優待価格 従来単位版→SI 単位版 ver2.0(2004 年 3 月迄)＞ 

       「管の構造計算 ver2.0」   50,000 円 

                ＊2004 年 4 月以降は、従来単位版→SI 単位版 ver2.0 のバージョンアップは 

終了いたします。 

                  (SI 単位版を新規にご購入頂くことになりますのでご了承願います。) 

＜バージョンアップ価格 SI単位版 ver1.*→SI単位版 ver2.0(2004 年 4月～2004 年 12月迄)＞ 

       「管の構造計算 ver2.0」   25,000 円 

 

＜バージョンアップ内容＞ 
        ・管更生の手引き(案) 平成 13 年 6 月(社)日本下水道協会 による、自立更生管の計算の対応。 
        ・農業集落排水施設設計指針による、とう性管、不とう性管の計算に対応。 
        ・全ての計算タイプの Word 出力の追加。 

           *文章はもちろん図まで、全てネイティブな Word データとして出力されます。 

*計算書(Word)出力は、MicrosoftWord2000/2002 での対応になります。 



3.ライナープレート立坑の計算 
＜期間限定優待価格 SI 単位版 ver1.*→SI 単位版 ver2.0(2004 年 3 月迄)＞ 

       「ライナープレート立坑の計算 ver2.0」 9,000 円 

＜期間限定優待価格 従来単位版→SI 単位版 ver2.0(2004 年 3 月まで)＞ 

       「ライナープレート立坑の計算 ver2.0」 30,000 円 

                ＊2004 年 4 月以降は、従来単位版→SI 単位版 ver2.0 のバージョンアップは 

終了いたします。 

                  (SI 単位版を新規にご購入頂くことになりますのでご了承願います。) 

＜バージョンアップ価格 SI単位版 ver1.*→SI単位版 ver2.0(2004 年 4月～2004 年 12月迄)＞ 

       「ライナープレート立坑の計算 ver2.0」 15,000 円 

 

＜バージョンアップ内容＞ 

        ・全ての計算タイプの Word 出力の追加。 

           *文章はもちろん図まで、全てネイティブな Word データとして出力されます。 

*計算書(Word)出力は、MicrosoftWord2000/2002 での対応になります。 

 

4.路面覆工の計算 
＜期間限定優待価格 SI 単位版 ver1.*→SI 単位版 ver2.0(2004 年 3 月迄)＞ 

       「路面覆工の計算 ver2.0」   9,000 円 

＜期間限定優待価格 従来単位版→SI 単位版 ver2.0(2004 年 3 月まで)＞ 

       「路面覆工の計算 ver2.0」   20,000 円 

                ＊2004 年 4 月以降は、従来単位版→SI 単位版 ver2.0 のバージョンアップは 

終了いたします。 

                  (SI 単位版を新規にご購入頂くことになりますのでご了承願います) 

＜バージョンアップ価格 SI単位版 ver1.*→SI単位版 ver2.0(2004 年 4月～2004 年 12月迄)＞ 

       「路面覆工の計算 ver2.0」   15,000 円 

 

＜バージョンアップ内容＞ 

        ・全ての計算タイプの Word 出力の追加。 

           *文章はもちろん図まで、全てネイティブな Word データとして出力されます。 

*計算書(Word)出力は、MicrosoftWord2000/2002 での対応になります。 

 

5.GROUT ZONE 
＜期間限定優待価格 SI 単位版 ver1.*→SI 単位版 ver2.0(2004 年 2 月17日注文分迄)＞ 

       「GROUT ZONE ver2.0」   9,000 円 

                ＊2004 年 3 月末に、ver3.0 のリリースを予定しておりますので、詳細はお近くの 

営業所までお問い合わせください。 

＜期間限定優待価格 従来単位版→SI 単位版 ver2.0(2004 年 2 月17日注文分迄)＞ 

       「GROUT ZONE ver2.0」   40,000 円 

                ＊2004 年 3 月以降は、従来単位版→SI 単位版 ver2.0 のバージョンアップは 

終了いたします。 

                  (SI 単位版を新規にご購入頂くことになりますのでご了承願います) 

＜バージョンアップ内容＞ 

        ・全ての計算タイプの Word 出力の追加。 

           *文章はもちろん図まで、全てネイティブな Word データとして出力されます。 

*計算書(Word)出力は、MicrosoftWord2000/2002 での対応になります。 

<注意> 

・NetManage をご使用の場合 
         上記アプリケーションを NetManage でご使用の場合には、バージョンアップの際に NetManage 

更新料(10,000 円)が別途必要になりますのでご注意願います。 

     ・ＵＳＢタイプのプロテクトの対応 
         上記アプリケーションでは、従来のプロテクトに加え USB タイプでのプロテクトに対応して 

おります。(但し、Windwos95/NT4.0 では未対応) 

          「従来タイプから USB タイプのプロテクト交換費用」・・・各ソフト 15,000 円 

        *プロテクト交換費用は、バージョンアップ料金に含まれていません。 


