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２０２０ Dｅｓｉｇｎ (トエンティ　トエンティ　デザイン) は、2020 Technologies Inc. (カナダ本部) が開発・提供するインテリアデザイン用の

3D CADソフトです。　当マニュアルでは、 2020 Design を 単に 2020 と表記することもありますが、どちらも同じ意味です。

1-1. メイン画面

右上

右下

右下のこれらのボタンは、背景色の濃い状態が On

クイックアクセスツールバー
よく使う操作ボタンをここに追加しておくと

ワンクリックで効率よく作業できます。
追加方法は、下段リボン の各ボタンを右クリック して

[クイックアクセスツールバーに追加]

タブ(メニュー )

ファイル ; ファイルの新規作成、オープン、保存、初期設定など

ホーム ; 元に戻す、やり直し、コピー、貼り付け、ズームなど

ルームレイアウト ; 壁、仮想壁、立面図、側面図、表示設定など

アイテム ; SketchUp, 部分表面, アイテム切替、スタイルなど

寸法やメモ ; 寸法やメモ追加、円や長方形追加など

プレゼンテーション ; レンダリング、複数ビューなど

ビュー ; 情報ボックス、配置ボックスなど

ヘルプ ; 操作ガイド、トレーニングビデオなど

(各タブの詳細は Part ２ タブ(メニュー) の使い方 参照)

リボン
タブ(メニュー)ごとの操作アイコン

初期値は、[ルームレイアウト] の

リボンが表示されます。

配置 ボックス
アイテムの移動・配置時に厳密な寸法を設定します。

複数アイテムの一括移動にも有効です。

移動したいアイテムを選択して円内に入れ、

[移動] ボタンをクリックし、[オフセット] に移動寸法を

入れて移動方向の矢印をクリックします。

ﾛｰｶﾙﾌﾞﾗｳｻﾞ / ｸﾗｳﾄﾞﾌﾞﾗｳｻﾞ

(左下のボタンで切替。 ｸﾗｳﾄﾞﾌﾞﾗｳｻﾞは、ｿﾌﾄｷｰでのみ有効)

(V11では ﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟ ﾎﾞｯｸｽと呼称)

カタログを選択し、各カテゴリから目的のアイテムの

品番を表示します(または、左下の品番検索で)。

品番を右の平面図エリアに ﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟして配置します。

立面図エリア

平面図エリア

品番検索エリア ・・・ 3桁以上入力すると候補が表示され、桁数が多いほど候補が絞り込まれます。

壁

配置ゾーン (壁手前の点線内)

配置ゾーンをダブルクリックすると

その立面図が上部に表示されます。

または、配置ゾーンをクリックして、

[立面図追加] ボタンをクリック。

情報 ボックス
操作のヒントやアイテムの3Dイメージが表示されます。

マウスで360°回転し、右クリックでアイテム内部も確認可。

(右クリックでビューモード切替 ⇒ 6回目で元に戻る)

[グリッド線にスナップ] ・・・ 設定した単位で移動

On ならカクカクした動き Off なら滑らかな動き

(スナップ間隔は、[初期設定] ⇒ [作図エリア] ⇒ 

[スナップ間隔] で設定 (例: 50mm単位)

[オートスナップ] ・・・ 隣接するアイテムに自動吸着

On なら自動吸着 Off なら自動吸着なし

[透視図] ・・・ 透視図レンダリング

はここからが最短

[前後/上下の値保持] ・・・ アイテムの複製や移動時に

変更した位置情報(前後/上下の値) を引き継ぐか否か

On なら引き継ぐ Off なら引き継がない

[衝突警告] ・・・ アイテム同士の重なり防止

On なら有効 Off なら無効

(Onでも [Ctrl] キー押しながら強引に配置可能)

[カメラの表示/非表示] ・・・ レンダリング時のカメラ

On なら表示 Off なら非表示

通常は邪魔なため非表示を推奨 (補助的に使用)

Part １ 2020 Design の概要

[壁角度制限] ・・・ 壁やスプラインの角度制限

On なら45°単位 Off ならフリー
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1-2. 操作の流れ

以下は、推奨する操作の流れです。

1) 2020 Design の起動

2020 Design12　アイコンをクリック

2) 壁の作成　(新規作成の場合)

平面図上の壁の始点と終点でそれぞれクリック

マウスポインタが ＋ でなければ [連続] ボタンをクリック

再開の場合は、(kitファイルを) 開く　⇒　作業の続きを再開

3) 立面図の追加

壁手前の [配置ゾーン] をダブルクリック

または [配置ゾーン] をクリックして、[立面図追加] ボタンをクリック

4) キャビネットの配置

キャビネットは、メーカーカタログ やJAPAN_KX から

目的の品番を [配置ゾーン] にﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟ

(必要に応じて仕様を変更)

5) カウンタートップや機器類の配置

カウンタートップや機器類は、JP_KIKI から

目的の品番を [配置ゾーン] にﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟ

(必要に応じて仕様を変更)

6) ドア、窓、パネル、調度品等の追加

ドアや窓等は、ROOM_M から

パネル、ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ等は、メーカーカタログやJP_KIKI から

目的の品番を [配置ゾーン] にﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟして配置

調度品、装飾品等は、SketchUp や 2020 Cloudから

ダウンロードして配置　

または、ROOM_DEM カタログから配置

バス洗面設備は、JP_KIKI,  ROOM_PLM, KOHLER_B

等のカタログから配置

クイックレンダリング (低画質) で確認すると

明るさ(自然光を含む) は仕上げ時に調整できます
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7) 側面図の追加

平面図で右クリックして [側面図の追加]

8) レンダリングの出力

クイックアクセスツールバーの [透視図] ボタンをクリック

9) 寸法やメモや施工マークなどの追加・補正

寸法やメモは [寸法やメモ] タブより

適切なボタンをクリックして追加

施工マークは、SYMBOL カタログより

記号等を ﾄﾞﾗｯｸﾞ&ﾄﾞﾛｯﾌﾟ

10) 図面の出力  (単票または複数ビュー)

単票は [ファイル] メニュー　⇒　[印刷]　⇒　[印刷プレビュー]

複数ビューは [プレゼンテーション] タブ　⇒　[複数ビュー]

11) ファイルの保存

クイックアクセスツールバーの [上書き保存] ボタン または、 [ファイル] メニュー　⇒ [名前を付けて保存] ⇒ [差分保存]

途中でも [上書き保存] や [差分保存] でこまめに保存されることをお薦めします。 特に、[差分保存] が有効です。

12) 2020 Design の終了

右上の [閉じる] ボタンで終了

単票 例

複数ビュー 例

ロゴや文言やレイアウトは自由に変更できます
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2-1. [ファイル] タブ(メニュー)

1)  新規作成

デザインを新規作成します。

通常は、2020 Design を起動すると、自動的に

新規作成になります。　作成中のデザインを開いたまま

次のデザインを新規作成するときに [新規作成] をクリックしますが、

左上の クイックアクセスツールバー　3番目のアイコンが最短です。

2) 開く

最近使ったkitファイルが 表示されます (一番上が最新)。

その上のフォルダのアイコンをクリックすると、全kitファイルが

表示され、目的のkitファイルを選択して開きます。

3) 既存図面の挿入

現在作成中のデザインに、過去分のkitファイルを取り込んで

合体します。

4) インポート

AutoCAD の dwg または dxfファイル、　SketchUp の skpファイル

などを読み込んでデザインに反映します。

5) 保存

作成中のデザイン(kitファイル)を　(上書き)保存しますが、

左上のクイックアクセスツールバー　5番目のアイコンが最短です。

6) 名前を付けて保存

作成中のデザイン(kitファイル)を　別名で保存します。

名前を付けて保存 ; 新しい名前で保存します。

差分保存 ; ファイル名の末尾に 数字を1ずつ自動加算して保存されます。

(例)   藤本邸プラン.kit  ⇒　藤本邸プラン^1  ⇒  藤本邸プラン^2  ⇒  藤本邸プラン^3 

システム障害に備えるためにも、この差分保存をお薦めします。

万一、ファイルが保存できない、開けないなどの場合でも

任意の時点のkitファイルを開いて、再開することができます。

複雑に作りこんだプラン、特に重要な物件などでは、ぜひ差分保存をご活用ください。

画像ファイルとして保存 ; 平面図や立面図を jpeg画像で保存します。

7) 閉じる

現在開いているデザインを閉じますが、

メイン画面右上の [ Ｘ ] (閉じる)ボタンが最短です。

新規作成

(クイックアクセスツールバー)

[閉じる]

Part ２ タブ(メニュー) の使い方
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8) 印刷

印刷 ; 単票(1枚の用紙に1図面) で印刷します。

[複数ビュー] (1枚の用紙に複数図面) は、[プレゼンテーション] タブ　⇒  [複数ビュー]

印刷プレビュー ; 印刷範囲や縮尺を設定して、プレビュー表示します。

ページ設定 ; 単票印刷時の　用紙、余白、会社ロゴなどを設定します。

会社ロゴを単票印刷の図面に表示するには、

タイトルブロック　位置 で [シートの外枠] を選択し、

テキストやロゴを含む で [ロゴ] を選択し、

ファイル : の右の ▼ をクリックして会社ロゴを選択します。

会社ロゴは、事前に正方形に収まるように加工して、

C:\ProgramData\2020\Design\12\config　にコピーしておきます。

なお、Windows10 搭載のPCの初期状態では、ProgramData 等の

フォルダは 「隠しファイル」 になっているため表示されません。

[エクスプローラ] で任意のフォルダを開き、[表示] タブで

□ ファイル名拡張子

□ 隠しファイル

　の 2ケ所にチェックを入れてください。

ご不明の場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

9) エクスポート

kitファイルは、AutoCAD の dwg または dxf 形式で出力できます。

エクスポート　から その他の形式　を選択して、

ファイルの種類　で dwg または dxf を選択して [保存] をクリックします。

エクスポートした dwg または dxfファイルを相手先にメールに添付して送信すると

相手先で　AutoCADで開いてご利用いただけます。

ただし、エクスポートされる dwg または dxfファイルは、AutoCAD　の

フルバージョンに対応しています。 LT(ライトバージョン) では平面図しか開けません。

V12 より Colladaファイル (.dae形式) での エクスポートも可能になっています。

10) ヘルプ

ヘルプは、目次 から入ると、V12の体系的な説明がありますが、

現状、英語での説明になります (日本語化の予定)。

ここで設定した縮尺が

[複数ビュー] の縮尺(初期値)

にも適用されます。
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11) 初期設定

2020 Design V12.n  (ソフト本体) に続いて、

2020 Design V12.n 対応　初期設定データ  をインストールすると、

日本環境用にカスタマイズした初期設定が適用されます。

(「2020 Design V12.n インストール手順」　の 8ページ 参照)

この初期設定内容を変更するには、

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定] をクリックします。

アプリケーション表示

背景色(初期値 : 白)　を変更するには

任意の背景色を選択して、 [OK] をクリックします。

白 のままをお薦めします。

品番クリック時 白 が一番見やすいため。

リボンモードを旧表示 (V8.1と同じ小アイコンでの配列)

にするには、リボンモード のチェックを外して、

2020 Design を再起動します。

リボンモード のままをお薦めします。

　リボンモード に慣れると、より効率的に操作できます。

　このマニュアルでは、 リボンモード で説明しています。

カタログ

該当のカタログ名をクリックして、上にあるボタンをクリック

すると、カタログを使いやすく整理できます。

通貨

\   (日本円)以外のカタログの場合は、

▼   をクリックして、目的の通貨記号を選択します。

[OK] は、変更内容を反映して、

この画面を終了する場合 (全操作共通)

[適用] は、変更内容を反映して、

他の変更を続ける場合 (全操作共通)

上段は、新規作成デザイン

下段は、現在作成中のデザイン

詳細 をクリックすると、

通貨フォーマットを詳細に設定できます。

グループの作成

上に移動

下に移動

新規作成時に

開くカタログ
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表示設定パターン選択

単位 ; 図面に表示する寸法の単位を指定します。

日本国内で使用する図面であれば

メートル法カタログも　インチ法カタログも

メートル法 にチェックしてください。

表示設定パターン ; 平面図、立面図、側面図、

複数ビュー 等に表示するアイテムや寸法の表示方法

を設定します。

独自の表示設定を初期値として選択するには、

右の ▼ をクリックして切り替えます。

上記項目の変更は、新規作成分から反映します。

AutoCADへエクスポート

AutoCAD のDWGまたはDXF形式で出力するときの

レイヤー名をカテゴリごとに設定できます。

ファイル先設定

すべてのデザインファイル :  kitファイルの保存先

初期値は、マイドキュメントの 2020 ファイル フォルダ

変更する場合は右のボタンをクリックして

目的のフォルダを選択してください。

デスクトップの ABCフォルダに kitファイル保存する例 ;

C:\Users\ユーザー名\Desktop\ABC

カタログファイル :  カタログのインストール先

タイトルブロック :  図面単票印刷時の会社ロゴ保存先

この 2項目は、変更無用(変更をお薦めしません)。

正しくは、複数ビュー : 
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 アシスタント機能設定

V12 から この項目はなくなりました。

品番リスト 

平面図、または立面図に　品番リストを表示する場合に

□ すべてのビューで同じアイテム番号を使用する

にチェックしておくと、アイテムを追加・削除しても

平面図や複数の立面図で同一番号をリアルタイムで

自動付番します。

V11.8 から 初期設定では対象のカタログを選択不要

になりました。

平面図の表示設定　なら 02) 2020J平面(品番リスト)

立面図の表示設定　なら 02) 2020J立面(品番リスト)

の [品番リスト] タブで　品番リストに表示したくない

カタログのチェックを外します。

アイテムリスト設定

アイテムリストの表示方法を設定します。

このままをお薦めします。
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全般的な設定

寸法矢印　矢印種類の選択 :

斜線

矢印

ドット (点)

を切り替えます (初期値 : ドット)。

自動寸法

　長い寸法補助線 に

チェックあり チェックなし

を切り替えます (初期値 : チェックなし)。

通常使うプリンタ で

図面を印刷するプリンタを選択します。

ファイル回復 で

チェックあり　なら、障害時に備えて、その右の分単位で設定した間隔で

作業中のkitファイルを 回復ファイルとして 自動保存(上書き)します。

その他の項目のチェック有無は、初期値のままを推奨します。

カウンターとまわり縁

カウンターの迫り出し寸法を設定しますが、

JP_KIKI カタログの フリーデザインカウンターを

配置時に、前、横、後の迫り出しを設定できるので

この初期設定は、変更不要です。

レンダリング能力

特に支障なければ、右の初期値のままを推奨します。

初期設定のビューモード

情報ボックス、属性の編集　それぞれの

右の ▼ をクリックして不要なビューモードの

チェックを外します。

たとえば、テクスチャ、陰線　だけを残すと

情報ボックス、属性画面　それぞれにアイテムが

テクスチャと陰線だけのサイクルで表示されます。

アイテムの配置や移動時に処理が異常に遅い場合は

チェックを外すとパフォーマンス改善が期待できます。

現状、EZ Render (Beta) は

無効です
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テクスチャサイズ :

小、　中、　大

を切り替えます (初期値 : 大)。 パソコンの動作が重く感じられる場合は、「小」か「中」　に切り替えて作業し、

切替は、2020 Design の再起動後、有効になります。 仕上げ段階([複数ビュー] への取り込み等) で、「大」に切り替えてください)

全体照明 :   (環境光)

暗い、　中間、　明るい　をスライドバーで調整します。

自動ライト : 

複数の照明が間取りに合わせて自動配置されます (照明器具自体は非表示)。

その明るさを 自動照明なし, 5, 10, 20, 40, 60 ﾜｯﾄ　の中から選択します (初期値 : 20ﾜｯﾄ)。

吊戸等への反射が気になる場合は、

5ﾜｯﾄ、10ﾜｯﾄ などを選択して、全体照明 や 天井照明 で調整します。

※ 重要　 「自動照明なし」はお薦めしません。のっぺりした画像に仕上がるため

天井照明 : 

V8.1までと同様に、一つの天井照明が有効です。

その明るさを 天井照明なし, 40, 60, 100, 150, 200ﾜｯﾄ

の中から選択します (初期値 : 天井照明なし)。

モード : 

ﾜｲﾔﾌﾚｰﾑ、陰線、単色、ﾃｸｽﾁｬ､ 単色輪郭付き、ﾃｸｽﾁｬ輪郭付き

の中から選択します (初期値 : ﾃｸｽﾁｬ)。

なお、スケッチ、　スケッチ輪郭付き は、

個々のレンダリング実行時に、ﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ･ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞ

の　ビューモード/品質 で選択します。

上記項目の変更は、新規作成分から反映します。

作成中や過去分のデザインは、ﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ･ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞ

の　照明効果 で設定します。

□ グローバルイルミネーション

チェックありなら、窓やガラスドア越しの自然光を表現します。

L字、コの字など壁のレイアウトに奥行があって、

全体照明 (環境光) が 「暗い」 に近い状態のときに有効です。

□ ﾘｱﾙﾀｲﾑﾓｰﾄﾞでは陰線で表示する

チェックありなら、表示したレンダリングをマウスで動かしているときに、

レンダリングを陰線で表示します。これにより、レンダリング負荷が軽くなります。

(光や影のシミュレーション計算がいらないため)

部屋のテクスチャ 

天井、フロア、壁のテクスチャを設定します。

各項目右の          　をクリックして

目的のテクスチャを選択します。

壁 :

内側 :

 □ 内側のテクスチャを外側にも適用

にチェックありなら、内・外 同じテクスチャになります。

外側 :

上記のチェックを外すと、　　　　　が表示されます。

ビューモード/品質
照明効果
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壁／仮想壁

ドローモード (配置ゾーンの作図モード)

片面、　両面

を切り替えます (初期値 : 片面)。

新規デザイン開始時

片面壁モード

両面壁モード

片面仮想壁モード

両面仮想壁モード

を切り替えます (初期値 : 片面壁モード)。

壁を直角モードで作成

チェックありなら、壁が直角右回り (V8.1と同じ)。

V11以降 では、チェックなしを推奨します。

壁厚み 仮想壁厚み

壁高さ 壁設置アイテム上面位置

これらは、よく出る物件の平均的な数値をここで設定し、

物件ごとに平面図の壁の上で右クリックし、[プロパティ] で調整します。

配置ゾーンの奥行

配置ゾーン(壁手前の点線内) の奥行を設定します。

ベーシックドア、　幅

ベーシック窓、　幅

[ルームレイアウト] タブより　[ベーシックドア] 等を

配置するときの初期値のドアや窓の種類、とその幅を指定します。

作図エリア　・・・平面図等の作業場領域

特に支障なければ、右の初期値のままを推奨します。

[デザイン設定] の上から 6番目にある

□ 立面図に3D形状を表示  に

チェックありなら、框(かまち)や取手も表示し、

チェックを外すとキャビネット等を輪郭だけで表示します。

PCの動作が重く感じられる場合は、一時的に

このチェックを外し図面等の仕上げ段階で

チェックを入れ直すことをお薦めします。

スナップ間隔

アイテムが隣接する物体に自動吸着するための

間隔を設定します。　(右の例では 50mm)

矢印キーでアイテム移動

キーボードの矢印キーでアイテムを左右、前後、上下

などに移動するときの１回分の移動距離を設定します。

上段 ; 通常の移動距離、下段 ; [Shift] キー + 矢印キーで　最小距離

 QuickBooksに送る

V12 から この項目はなくなりました。

MagicPlanリンク

iPhone, iPad でトレースした部屋の間取り(平面図)を

2020 Design に取り込めます。

その　MagicPlan アカウントの設定をここでします。
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2-2. クイックアクセスツールバー

   よく使う操作ボタンをここに追加しておくとワンクリックで効率よく作業できます。

 追加方法は、下段リボン の各ボタンを右クリック して、　[クイックアクセスツールバーに追加]

下記の例では、[更新] と[線から線の寸法] を追加しています(右から2つ)。

この2つのボタンで、[デザイン] と [複数ビュー] の画面を切り替えます。

[複数ビュー] 表示中は、左の [アイテムリスト] ボタンが [デザインの表示] に

右の [複数ビュー] が [アイテムリスト] に自動変化しています。

2-3. [ホーム] タブ　～　[シェィプの編集] タブ

1) [ホーム] タブ

結論として、[ホーム] タブは、ほとんど使う必要ありません。

デザイン情報

新規作成 開く

上書き保存

元に戻す やり直し

切り取り

コピー

貼り付け

削除

アイテムリスト 複数ビュー

枠内ズーム

範囲拡大

透視図 更新 線から線の寸法

デザインの表示

レポート機能に反映させる顧客や販売店の情報をここで登録。

クイックアクセスツールバーに標準で登録済のボタンをお薦め

(どのタブからでもクリック可)

Windowsの基本操作と同じ

クイックアクセスツールバーに標準で登録済の

ボタンをお薦め (どのタブからでもクリック可)
これらは、直接アイテムを右クリック

して操作するほうがスムーズ

クイックアクセスツールバーに標準で登録済の

ボタンをお薦め (どのタブからでもクリック可)

マウスのスクロールボタン(ホイール) 

で操作するほうがスムーズ

クイックアクセスツールバー
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2) [ルームレイアウト] タブ

2020 Design 起動時や [新規作成] 時は、この [ルームレイアウト] タブが表示されます。

そのとき、マウスポインタは、 ＋　で表示され、壁の [連続] 作成モードになっていますが、

操作中に ＋　が消えたときは、一番左の [連続] ボタンで ＋　が復活します。

3) [アイテム] タブ

V11にあった　[照明ウィザード] は、北米向けの機能のためなくなりました。

(おそらく、メーカー(Sensio) が製品提供できないとの理由で)

[連続] ボタンは万能で、クリックしてどのような形の壁でも作成でき

るので、その他の L字、U字(コの字)、囲い型など壁用ボタンは、ほ

とんど使う必要がありません。

その右の [仮想壁] のグループも、ほとんど使う必要ありません。

(壁として作成し、壁の上で右クリックして、壁の [プロパティ]  ⇒

[タイプ] で 仮想壁にするほうがスムーズ)  

これらをクリックすると、

[ファイル] タブ ⇒ [初期設定]  ⇒ [壁／仮想壁] の

ベーシックドア、ベーシック窓で設定した ドアや窓が

配置されます。

または、ROOM_M カタログに切り替えて、

ドアは カテゴリの [ドア] から、窓は [窓] から

開口部は、[壁] ⇒ [壁:カットアウト] から

目的のアイテム(ドア等) を配置します。 ・・・ お薦め

平面図で 壁手前の [配置ゾーン] をクリックして

この [立面図追加] ボタンをクリックすると、

立面図が追加されます。

[Ctrl] キーを押しながら 複数の [配置ゾーン] をクリック

してから、[立面図追加] ボタンをクリックすると、

一度に複数の立面図が追加されます。

または、[配置ゾーン] をダブルクリックするだけでも

立面図が追加されます。

現在作業中の平面図または立面図の

表示設定パターンをここでも切り替えられます。

(上段が平面図、下段が立面図)

SketchUp のサイトから3Dデータをダウンロードして、

デザインに取り込み、レンダリング、平面図、立面図に反映します。

(方法)

[SketchUp] ボタンをクリック ⇒ 検索フィールドに 品名、メーカー名、品番等

を入力して [Search]   例 : table ⇒ イメージをクリック ⇒

[Download] をクリック ⇒ SketchUp 2019 Model をクリック ⇒

平面図の配置したい場所でクリック

(V12 の現状、2019以前のSketchUpモデルに対応)   

WEB上の簡易カタログから 家具、調度品、メーカー機器類などのアイテムを

1点ずつ配置して、レンダリングに反映します。 ソフトキーでのみ有効

(方法)

[ｸﾗｳﾄﾞﾌﾞﾗｳｻﾞ] ボタンか、メイン画面左下の[ｸﾗｳﾄﾞﾌﾞﾗｳｻﾞ] ボタンをクリックして

[BROWSE] タブ⇒ カタログを選択 ⇒ カテゴリから任意のアイテムを選択

壁や床の一部分に別のテクスチャを貼り付けることができます。

コーナーを次々クリックして複雑な形状も作れます。

(方法)

[部分表面] ボタンをクリック ⇒ 壁や床に貼り付けたい表面(タイル等)の

開始位置でクリック ⇒ 次々とクリックしながらコーナーをつなぎ、

最後に右クリックで終了

過去分のkitファイルを開いてアイテムが網掛けに

なっているとき、この [アイテム切替] で最新カタログ

の内容をkitファイルに反映(更新) します。

配置済みのアイテムとサイズの一致する

候補アイテムを表示し、交換します。

配置済みのアイテムを表形式で一覧表示します。

価格のみのアイテムを追加したり、分類ごとに

集計したりもできます。

メイン画面右上の [属性Lite] と同じ

配置済みのアイテムの基本寸法 (幅、高さ、奥行など)

はここでも確認、変更できます。

(すべての変数は、[属性] で確認、変更)

ドア形状、ドア色、取手形状などを一括変更

するときに使います。

[グローバル属性] ; 汎用カタログ

JAPAN_KX等

[スタイルと価格設定] ; 北米系カタログ

CanyonCreek, DeWils, Diamond, KraftMaid等

[スタイル] ; ヨーロッパ系カタログ

PoggenPohl等

カウンターウィザードは、ベースキャビネットの配置

に合わせて自動形成やエッジ加工などができます。

(上空から見て) 段差のある壁を一つの立面図として作成します。
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(参考レンダリング)

SketchUp より

テーブル、ティーセット、ボウル、

吊り照明、プランター

2020 Cloud より

ベッド、椅子、パネル(花)、自転車

部分表面で

吊戸下のタイル(レンガ調)

SketchUp や 2020 Cloud から

ダウンロードした3Dデータは、

保存して何度でも再利用できます。

このように、キッチンのみならず

広くインテリアデザインツールとしても

ご利用いただけます。

4) [寸法やメモ] タブ

[自動寸法] で自動的に表示される寸法とは別に、任意の位置の寸法を　[線から線の寸法] 等で採寸します(ユーザー寸法)。

図面上のメモや長方形等の図形もここのボタンをクリックして追加します。

これらの使い方は、V8.1から基本的に変わりません。 V11.12 から [マルチ寸法] が利用できます。

作成済みのメモは、右クリックして [コピー] & [貼り付け] が可能になりました。

また、作成済みのメモは、そのメモをダブルクリックして編集可能になりました。

5) [プレゼンテーション] タブ

レンダリングは、

Part５ レンダリング をご確認ください。

[ルームビューア] は、V12で廃止になりました。

代わりに 360°パノラマビュー をご活用ください。

[複数ビュー] で、１枚の用紙に図面やレンダリングを

取り込み、プレゼンボードとして活用します。

複数ビューのテンプレートが、A3用紙に印刷したいのに

A3の枠に A4用紙のイメージで表示される場合は、

[ファイル]  ⇒ [印刷]  ⇒ [印刷設定]  で A3用紙を選択してください。

2020標準の見積書等のレポート機能です。

V8.1 の 「日本仕様見積書」 は、需要が乏しく

V11以降、廃止させていただきました。
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6) [ビュー] タブ

7) [ヘルプ] タブ

8) [シェィプの編集] タブ

壁やカウンタートップの作成・編集時は、この [シェィプの編集] タブが表示されます。

[ﾛｰｶﾙﾌﾞﾗｳｻﾞ] ボックス、[情報] ボックス、[配置] ボックス

が消えてしまったときは、[ビュー] タブのそれぞれのボタンを

クリックすると復活します。

(それぞれのボックス右上の x を誤ってクリックすると消える)

[ｸﾗｳﾄﾞﾌﾞﾗｳｻﾞ] と [属性Lite] ボタンは、[アイテム] タブにあるもの

と同じです。 ([ビュー] タブからも操作できるようになっている) 

複数のデザインを同時進行で作成しているとき、

[ウィンドウの変更] で画面を切り替えたり、

上下や左右に並べて表示したりできます。

切り替えは、目的のデザインをクリックして、

右上の [選択] をクリックします。

[ライセンス番号] は、ライセンス番号を確認できます。

[2020 Design情報] は、バージョンとライセンス番号を

確認できます。

2020カナダ本部提供のユーザー様向けページ(英語)です。

最新情報や質問など、各国の2020ユーザー様が

情報共有源として利用されています。

左から オンラインヘルプ、2020カナダ本部のサイト、

最新バージョン情報、トレーニングビデオ(いずれも英語) です。

オンラインヘルプは今後の改訂で日本語化の予定です。

壁やカウンタートップを変更 (編集) したら、

[変更を保存] をクリックして終了します。

変更内容を取り消す場合は、[変更を破棄]

壁の編集中に、採寸モードを選択します。

変更しない限り、次回以後もそのモードが有効になります。

初期値は 内法(うちのり)。

[ﾛｰｶﾙﾌﾞﾗｳｻﾞ] ボックス、[情報] ボックス、

[配置] ボックスの位置を変更できます。
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3-1. 2020 Designの起動と終了

1) 2020 Design の起動

[2020 Design 12] アイコンをダブルクリックします。

または、タスクバーの [2020 Design 12] アイコン ならワンクリック

[2020 Design 12] アイコンを タスクバー にドラッグすると作成されます。

[カタログマネージャ 12] アイコンは、カタログインストール時等に使用します。

または、Windows の [スタート] ボタン　⇒　[2020 Design 12] 特に断りのない場合、Windows10 で説明しています　(以下同)

または、Windows の [スタート] ボタン　⇒　[すべてのプログラム]　⇒　[2020 Design 12]　・・・ Windows 7

V11.6 以降、ソフトキーでの使用が可能になりました。

ソフトキー、USBデバイスキー　いずれかを選択できます。

ソフトキーで　ログインして 2020 を使う仕組みを 2020 Cloud (クラウド) といいます。

(初回のみ　2020 Cloud にメールアドレス等のユーザー情報登録とアクチベーション(有効化)が必要)

ソフトキー(2020 Cloud) の場合、 起動時に 右の画面が表示されます。 

Email  と Password を入力して [Sign In] をクリックします。

□ Remember Email  　にチェックしておくと、次回から自動的にログインされます。

別のPCで　2020 を使うには、現在のメイン画面の右上に表示されているメールアドレスを

クリックし、[Sign Out] をクリックしてから　別のPCで Sign In します。

[Sign In] したまま、そのPCで 2020 を使わない日が連続して7日間あると、

8日目に自動的に Sign Outされます。

Sign In 時にはネット環境が必要ですが、 Sign in 後は、ネット環境のない場所にPCを持ち出しても

そのまま 2020が使えます。 (2020カナダ本部のサーバーで Sign In中であることを把握しています)

ソフトキー(2020 Cloud) で Sign In した場合は

ここに　登録したメールアドレスが表示されます。

2) 2020 Design の終了

2020 Design を完全に終了するには、右上の [ Ｘ ] ボタンをクリックします。

現在作成中の デザイン を閉じるには、その下の [ Ｘ ] ボタンをクリックします。

[ Ｘ ] ボタンをクリックすると、保存確認のメッセージが表示されます。

保存する場合は、[はい] を

保存しない場合は、[いいえ] を

このメッセージを無視して作業に戻る場合は、[キャンセル] を

クリックします。

保存方法は、3-6. ファイルの保存　参照

ドラッグ

Part ３ 基本操作－１

タスクバー
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2020 では、平面図上に壁を描いて、壁手前の点線内にアイテムを配置していきます。

立面図は、その壁ごとに追加します。

壁を描かなくても、アイテムは配置できます。 3Dパース等のレンダリングもできます。

ただし、立面図や側面図を表現するには壁が必要です。

立面図上でなら、ウォールキャビネット(吊戸棚)などの上下位置もスムーズに調整できます。

1) 壁の始点の決定

マウスポインタが 「＋」 になっていたら、平面図エリアの　壁の始点にしたい場所でクリックして、マウスをドラッグすると壁が伸びていきます。

V11以降では、どの位置からでも任意の方向に壁を伸ばすことができます。　 (V8.1 では基本が時計回り、逆方向は右クリックして操作)

「＋」 は、壁の編集モード中であることを示します。

「＋」 が消えていたら　[連続] ボタンをクリックします。　([連続] ボタンは、初期値で開いている [ルームレイアウト] タブの左端)

壁の作成は、この [連続] ボタンをお薦めします。　その右にある [Ｌ型壁] [Ｕ型壁] [囲い型壁] などのボタンも利用できますが、 

慣れると、この [連続] ボタンが万能でスピーディです。 　[Ｌ型壁] ボタン等については、7-1. 壁の応用 参照

2) 壁の終点の決定

マウスボタンは離したまま、マウスをドラッグして任意の方向に壁を伸ばします。

ドラッグするにつれて、[配置ボックス] の[壁の長さ] の値が変化します。

・　この値を上書き入力し、[Enter] キー を2回押すと、壁の終点が確定します。

・　上書き入力せず、値を見ながら目的の寸法になったら、クリック & 右クリックでも　壁の終点が確定します。

間違いに気づいたら　　　　(全操作共通)

操作中なら　[Esc] キー

操作確定後なら [元に戻す] ボタン

Ｌ型 や コの字 の壁の場合は、

[壁の長さ] に入力後なら、[Enter] キーを 1回押し、さらに 第2 (第3) の壁の方向に壁を伸ばします。最後は、[Enter] キー を2回。

値を見ながら目的の寸法にした後なら、クリックし、さらに 第2 (第3) の壁の方向に壁を伸ばします。最後は、クリック & 右クリック。

3-2. 壁の作成

[配置ボックス]

[壁の長さ]

連続
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3) 壁を反時計回りや斜めに描く方法

V11以降では、どの位置からでも マウスをスライドした方向に壁が伸びていきます。

壁を斜めに描くには、[配置ボックス] の [壁の長さ] に　長さを入力します。

次に、[Tab] キーを押して、[角度] に移動し、

一つ前の壁に対する角度を入力して [Enter] キーを押します。

さらに次の壁を続ける場合は、その方向にマウスをスライドさせながら

上記の操作を繰り返します。最後は、[Enter] キー2回か、クリック & 右クリック。

一つ前の壁に対する角度 とは

一つ前の壁をまっすぐ延長する場合を 180°とし、

左に傾く場合は、180°に傾きをプラスした角度、

右に傾く場合は、180°から傾きをマイナスした角度

です。

例)

左に 30°傾く場合は、 210 (180 + 30)

左に 45°傾く場合は、 225 (180 + 45)

左に 90°傾く場合は、 270 (180 + 90)

右に 30°傾く場合は、 150 (180 - 30)

右に 45°傾く場合は、 135 (180 - 45)

右に 90°傾く場合は、 90 (180 - 90)

4) 壁の削除

描いている壁(伸縮中の壁) を途中でやめるには、[Esc] キーを押します。

描いた壁を削除するには、その壁をクリックして [Delete] キーを押します。

描いた直後の壁なら、[元に戻す] ボタンを押しても 消えます。

5) 壁の伸縮や移動

いったん確定した壁を伸縮したい場合は、その壁をクリックします。

すると、壁の両端に緑色の点が表示されます。伸縮したいほうの緑色の点を

つまんで(マウスで押し込んだまま) ドラッグすると壁が伸縮します。

壁を移動したい場合は、その壁をクリックして移動したい場所にドラッグします。

壁の追加など、より詳細な壁の編集は、 7-1. 壁の応用　参照

[角度]

まっすぐ延長する場合

180

左に45°傾く場合

180 + 45 = 225

右に45°傾く場合

180 - 45 = 135
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6) 壁の [プロパティ] による壁の変更

確定した壁の高さ、厚み、壁の色などを変更するには、

その壁の上で右クリックして、[プロパティ] をクリックします。

[壁のプロパティ] 画面 の左上で 壁1、壁2など 目的の壁をクリックします。

(すべての壁を同じ設定に変更したい場合は、[壁グループ#] をクリックします)

右上の　[寸法]、[タイプ]、[マテリアル] の各タブをクリックして変更します。

[寸法] タブでは、壁の[高さ] や [厚み] を変更します。

ここで、[長さ] を変更してもかまいません。

[タイプ] タブでは、壁 または 仮想壁を選択します。

初期値は [壁] になっています。

[仮想壁] というのは、アイランド型キッチンなどで

実際には壁がなくても、アイテム配置のために壁がここにあると

仮定する壁のことです。

このとき、初期値では　[配置ゾーン] の

[内側] にのみチェックが入っています。[外側] にもチェックすると、

壁の手前側と反対側両方にアイテムが背中合わせに配置されます。

([配置ゾーン]　;  平面図で壁手前の点線内を指し、アイテムを配置する場所)

[マテリアル] タブでは、壁のテクスチャを変更できます。

[内側の種類を外側にも適用] にチェックした状態では

壁の手前側と反対側が同じテクスチャになり、

チェックを外すと、違うテクスチャを設定できます。

7) 壁の初期設定

前述 6)  壁の [プロパティ] による壁の変更 は、すでに描いた壁に対する変更です。

初期値として壁を変更するには、[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定]　⇒

[壁／仮想壁] で　壁の [高さ] や [厚み] を設定します。

[部屋のテクスチャ] で　壁の [テクスチャ] を設定します。

  ( 天井 や フロア(床) のテクスチャもここで初期設定します )

壁のテクスチャは、

ここをクリックして選択
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2020 では、(電子)カタログから　アイテムを平面図に配置して、目的の図面やパースを作成していきます。

複数のカタログから　アイテムを配置できます。

カタログを切り替えるには、[ローカルブラウザ] の上部右にある

 ▼ をクリックして目的のカタログを選択します。

機器類を配置するときは JP_KIKI カタログ

施工図(シンボル) を配置するときは SYMBOL カタログ 

に切り替えます。

このマニュアルでは、JAPAN_KX に切り替えてください。

(メーカーカタログが利用できる場合は、それでもかまいませんが

 一度は JAPAN_KX で練習されることをお薦めします)

 【日本で標準提供しているカタログ】

カタログ名が

SAMPLE_ で始まるカタログ

STYLE_ で始まるカタログ サンプルカタログ

ROOM_ で始まるカタログ

SOLID_M, STONE_M　:  カウンターウィザード用(2020標準)

JP_KIKI ： 機器類

JAPAN_KX ： キッチンキャビネット 2020 のサイトからダウンロードしてインストールしてください。 

SYMBOL ： 施工図 (設備記号)  初回インストール時と左記カタログの更新時にユーザー様に通知します。

 【メーカーカタログ】

メーカーカタログ(北米系)　は、カタログの更新時にメーカーから直接通知が届きます。　

メーカーの案内にしたがってインストールしてください。

3-4. カタログの初期設定

よく使うカタログを使いやすく変更できます。

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定]　⇒　[カタログ] をクリックします。

右のカタログ一覧で、該当のカタログをクリックして、

目的の機能ボタンをクリックします。

よく使うカタログをグループ化したり上下に移動したりもできます。

よく使うカタログを [上に移動] してかためておくと、 

カタログ切り替え時に最小のスクロールですみます。

もっともよく使うカタログは　赤いチェックを入れておくと、

新規作成のつど、そのカタログが開きます。

3-3. カタログの選択

2020 V12 インストール時に自動インストールされます。　

[ローカルブラウザ]

この ▼ をクリックして

カタログを切り替えます。

JAPAN_KX に

切り替えてください。

グループの作成

上に移動

下に移動
新規作成時に

開くカタログ
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3-5. 平面図と立面図

1) 立面図の追加と削除

2020 の起動直後 (または新規作成で開いた直後) は、平面図だけの状態です。

立面図を追加するには、[配置ゾーン] ・・・ 壁の手前の点線内　をクリックして

[立面図追加] ボタン をクリックします。

または、[配置ゾーン] をダブルクリックします。

すると、上部に立面図が表示されます。

不要な立面図を削除するには、その立面図を選択した状態で

[立面図削除] ボタン をクリックします。

2) 立面図エリアと平面図エリアの調整

立面図エリア　と 平面図エリア　の高さを調整するには、

境界線の上にマウスポインタを重ね、

分割矢印になったらマウス左ボタンを押し込んだまま

上下にドラッグして、適切な位置でマウス左ボタンを離します。

立面図エリアで作業時は、立面図エリアを広げ、

平面図エリアで作業時は、平面図エリアを広げると

スムーズに作業できます。

なお、立面図を追加すると、平面図の壁や配置ゾーンが

V8.1では立面図エリアの下に潜り込んでいましたが、

V11以降では解決しています。

3) 枠内ズーム

立面図の壁を 立面図エリア内いっぱいに表示するには、

クイックアクセスツールバーの [枠内ズーム] ボタンをクリックして

立面図エリア内をクリックします。

同様に、平面図を平面図エリア内いっぱいに表示するには、

[枠内ズーム] ボタンをクリックして、

平面図エリア内をクリックします。

作業中に壁が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたり

行方不明になったときも、 [枠内ズーム] が便利です。

この線にマウスポインタを重ね、

分割矢印にして、立面図エリアと

平面図エリアの高さを調整します。

ここが [配置ゾーン]

立面図エリア

平面図エリア

[枠内ズーム]

[立面図追加]

[立面図削除]
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4) 範囲拡大

平面図または立面図の特定の範囲を拡大するには、

クイックアクセスツールバーの [範囲拡大] ボタンをクリックして

拡大したい範囲をマウスで対角線上に（例 : 左上から右下へ)

指定します。　具体的には、

対角線の始点でマウスの左ボタンを押し込み、

押し込んだまま対角線の終点までドラッグして指を離します。

拡大した状態を元に戻すには、前節の [枠内ズーム] を使います。

マウスのスクロールボタンを奥に転がすと拡大され

手前に転がすと縮小されます。また、押し込むと

マウスポインタが手のひらの形になるので、そのまま

マウスをドラッグすると位置をずらせます。

つまり、スクロールボタンを押し込んで、拡大したい位置に

マウスをドラッグし、スクロールボタンを転がして拡大/縮小します。

慣れると、この方法が断然効率的です。

3-6. ファイルの保存

1) 上書き保存 (名前を付けて保存)

作成中のファイルを保存するには、

クイックアクセスツールバーの [上書き保存] ボタンをクリックします。

 保存場所は、特に何も指定しない場合、(マイ)ドキュメントの

  2020 ファイル というフォルダに保存されます。

作成中のデザインの初回保存時には、自動的に右の

[名前を付けて保存] 画面が表示されます。

2回目以降の保存では、この画面は表示されず

上書き保存されます。

[名前を付けて保存] 画面の [保存する場所] で

デスクトップ等　任意の場所に保存することもできます。

右の例では、デスクトップ　に 「演習」 というフォルダを作成し

A様邸プラン1 　という名前で保存しています。

手順は、

①　[デスクトップ] 　⇒　②　[新しいフォルダの作成] をクリックし

③　新しいフォルダ名に  演習　と入力して作成し、

④　 ファイル名に 　A様邸プラン1 　と入力して

⑤　 [保存] をクリックします。

[ファイルの種類] は、kit (キット)ファイルです。

これは、kit という拡張子の 2020 Design 独自形式のファイルです。

(kitという拡張子は自動的に付きます。 ファイル名に入力する必要はありません)

2020 Design がインストールされている PC間であれば、

この kitファイルを共有することができます。

[上書き保存]

[範囲拡大]

新しいフォルダの作成① ②

③

④

⑤

22



2) 差分保存

キッチンのプランには、何度も変更が入ることがありますが、

何日か以前のプランに戻してそこから少し変更したい場合

などに有効なのがこの　[差分保存] です。

[ファイル] メニュー　⇒　[名前を付けて保存] ⇒　[差分保存] をクリックします。

([上書き保存] したファイル　に対して

ファイル名の末尾に 数字を 1ずつ自動加算して保存されます)

例 ：

Ａ様邸プラン1.kit  ⇒　Ａ様邸プラン1^1.kit  ⇒

　Ａ様邸プラン1^2.kit  ⇒　Ａ様邸プラン1^3.kit  ・・・

システム障害に備えるためにも、この差分保存をお薦めします。

万一、ファイルが保存できない、開けないなどの場合でも

任意の時点のkitファイルを開いて、再開することができます。

複雑に作り込んだプラン、特に重要な物件などでは、ぜひ差分保存をご活用ください。

また、kitファイルは、ネットワーク上や外付けドライブなどに定期的にバックアップを取ってください。

23



3-7. ファイルのオープン(開く)

1) 一般的な開き方

保存していたkitファイルを開くには、

[開く] ボタン をクリックします。

(または、[ファイル] メニュー　⇒　[開く] をクリック)

目的の kitファイルを選択して、[開く] をクリックします。

 

2) 最近使ったファイルの開き方

[ファイル] メニュー　をクリックすると、

最近使ったkitファイルが表示されます (一番上が最新)。

V11までは、直近の 4ファイルが最大でしたが、

V12では、無制限になっています。

その上のフォルダのアイコンをクリックすると、全kitファイルが

表示され、目的のkitファイルを選択して開けます。

3) その他の開き方

kitファイルの保存先フォルダを開いておいて、目的の kitファイルをダブルクリックしても、開けます。

または、2020デザインを [新規作成] で開いておき、平面図に 

kitファイルの保存先フォルダから 目的のkitファイルをドラッグ&ドロップしても、開けます。

いずれの方法でも 拡張子が kit のファイルを開いてください。

拡張子が bak のファイルはバックアップ用です (kitファイルが障害時にのみ使用)。

4) 複数ファイルの切り替え方

2020デザインは、複数の kitファイルを開いて作業できます。

[新規作成] でも 複数 (無制限) のデザインを同時進行できます。

複数のデザインを同時進行で作成しているとき、

[ビュー] タブ　⇒　[ウィンドウの変更] で画面を切り替えたり、

上下や左右に並べて表示したりできます。

切り替えは、目的のデザインをクリックして、右上の [選択] をクリックします。

デザイン1、 デザイン2 ・・・　のようなファイル名は、まだ一度も

[名前を付けて保存] されていないファイルです。

[開く]
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5) アイテム切替

過去の kitファイルを開くとき、右のメッセージが表示され、

アイテムが網掛けでサイズなどの変更ができなくなっていることがあります。

これはカタログが更新されたことを警告しています。

これを解除するには、

V8.1 では、[編集] メニュー　より [アイテム切替]　をする必要がありましたが、

V11以降では、[アイテム自動更新] を選択すれば、自動的に更新(切替)されます。

ただし、品番、サイズなどが更新されているときは、

手動で アイテム切替をする必要があります。

方法1 :  網掛けのアイテムを削除して、再配置   ・・・　こちらがお薦め (スムーズ)

方法2 : [スイッチアイテム画面・・・] を選択

左上の [現在使用しているカタログ] で ▼ を

クリックして、対象のカタログを選択し、

次に、1アイテムずつ品番を選択し、右の 

[利用可能なカタログ] から対象の品番を選択して、

[手動] をクリックします。

警告メッセージには [はい] をクリックします。

複数のカタログが更新されているときは、

そのカタログすべてについて、上記を繰り返します。

すべてのアイテム切替が終わったら [OK] を

クリックします。

アイテム切替後は、

網掛けが解除され、サイズ変更などができるようになります。

[上書き保存] すると、次回以降開いたときも網掛けになりません。
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4-1. キャビネットの配置

キャビネットなどのアイテムを配置するには、

まず、[ローカルブラウザ]で

1-1) 階層をたどるか、1-2) 品番を検索して、　目的のアイテムの品番を表示します。

次に、その品番を

2-1) 平面図などに ドラッグ&ドロップするか、

2-2) ダブルクリックするか、

2-3) 右クリックして、[ビュー&配置] 　で配置します。

間違いに気づいたら　　　　(全操作共通)

操作中なら　[Esc] キー

操作確定後なら [元に戻す] ボタン

1-1) 階層をたどって品番を表示する方法

カテゴリ(分類項目)を目的の品番が表示されるまで順次ダブルクリックしていきます。

例)  JAPAN_KX で　シンクキャビネットット 2段引出　の場合

JAPAN_KX カタログ (またはメーカーカタログ) より

ベースキャビネット　

シンクキャビネット引出

シンクキャビネット 2段引出

を順にダブルクリックします (階層をたどります)。

(北米系メーカーカタログの場合は、Base Cabinets などに読み替えてください。 (以下同))

1-2) 品番検索で品番を表示する方法

目的の品番がわかっている場合は、品番検索が効率的です。

[ローカルブラウザ] の下にある [品番検索エリア] に品番を入力します。 

上記 1) または 2）いずれの方法でも 

目的の品番をクリックすると (ダブルクリックではなくクリック)、

その3Dイメージが画面右上の [情報ボックス] に表示されます。

この3Dイメージは、マウスで360°回転します。

右クリックするたび、ビューモードが「輪郭付き」や「陰線」などに

切り替わり、内部も確認できます。6回目の右クリックで元に戻ります。

操作中に 3Dイメージが消えてしまったら、

いったん別の品番をクリックして、目的の品番

をクリックし直すと再表示されます。

品番検索エリア
3桁以上入力すると、候補が表示され、

桁数が多くなるほど候補が絞り込まれます。

Part ４ 基本操作－２
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2-1) ドラッグ&ドロップして配置する方法

目的の品番を[配置ゾーン] ・・・ 壁の手前の点線内まで、マウスでドラッグして離します。(ドラッグ&ドロップ)

何かの近くにドラッグすると、オートスナップ機能が効いて、

すぐ近くの目標物 (今回は壁左端) に吸着しようとします。

(あえて吸着させたくない場合は、[Shift] キーを押しながらドラッグ)

シンクキャビネット2段引出 BS2DW105D が

平面図　(で壁の向かって左端) に配置され、

同時に立面図にも反映したところ　

間違ったアイテムを配置してしまったら

[元に戻す] ボタン をクリックします。

または、配置したアイテムを選択(クリック)し、[Delete] キー

または、配置したアイテムを右クリックして、[削除] をクリック

[スタイル] を採用しているカタログ (ヨーロッパ系メーカーカタログ

や国産オリジナルカタログ) では、最初のキャビネット配置時に

[スタイル] の設定画面が表示され、

扉シリーズ、取手、テクスチャなどを選択します。

4-5. アイテムの一括変更　⇒　3) [スタイル] での一括変更　参照

2-2) ダブルクリックして配置する方法

品番をダブルクリックしても配置できます。

ダブルクリックで配置するには、先に、(向かって)左隣のアイテムが

選択されている (四隅に青い点が付いた状態) 必要があります。

左隣のアイテムが選択された状態で

目的の品番をダブルクリックします。

ダブルクリックによる配置では、前後位置は、

左隣のアイテムの背面に揃います。

一部のアイテムを壁から離して(すかして) 配置

する場合には注意してください。

2-3) [ビュー&配置] で配置する方法

品番の上で右クリックして、[ビュー&配置] をクリックします。

アイテムの [属性] 画面が表示されるので

必要に応じて 変数 (項目) を変更して、[配置] をクリックします。

平面図の任意の場所でクリックすると、そこに配置されます。

品番をダブルクリック
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4-2. アイテムの移動

1-1) [左右移動] 方法その1

アイテムを[配置ゾーン] にドラッグ&ドロップ直後(クリックする前)は、

マウスをスライドさせるとアイテムが左右に動く状態です。

[配置ボックス] の  [壁左] などの数値を確認しながら目的の位置に

なったらクリックします。(または、[壁左] などに数値を入力して [Enter])

クリックせずに右クリックすると、[前後移動] になります。

([前後移動] のときは、[アウト] に壁からの寸法を入力)

位置を確定させるには、クリックするか [Enter] キーを押します。

いったん、確定したアイテムを左右移動するには、

平面図では、そのアイテムをクリックして、マウスの左ボタンを

押し込んだまま、左右にスライドし、目的の位置で離します。

または、右クリックして、[左右移動] で

マウスを左右にスライドさせて目的の位置でクリックします。

立面図では、そのアイテムを右クリックして、[左右移動] で

マウスを左右にスライドさせて目的の位置でクリックします。

1-2) [左右移動] 方法その2

[配置ボックス] の [移動] ボタンで移動することもできます。

①　移動するアイテムをクリックして

②　[配置ボックス] の [移動] ボタンをクリックします。

③　[オフセット] に移動したい距離を入力して

④　移動したい方向の矢印をクリックします。

複数のアイテムもこの方法で一挙に移動できます。

アイランドキッチンなどの移動にも便利です。

 (方法)

 [Ctrl] キーを押しながら複数のアイテムをクリックして選択します。

または

マウスで対角線上に複数のアイテムを囲んで選択します。

このとき、対角線の始点と終点は配置ゾーン(壁手前の点線内)

にかからないようにクリックしてください。

後は、上記②～④で移動します。

1-3) [左右移動] 方法その3

キーボードの矢印キーでも移動できます。

平面図でも立面図でも使えます。　左右の矢印キーは、左右移動に使います。

上下の矢印キーは、立面図では上下移動に、平面図では前後移動に使います。

移動するアイテムは、単独でも複数でも可能です。　

複数の場合は、[Ctrl] キーを押しながらすべて選択しておきます。

[Shift] キーを押しながら 矢印キーを押すと、

最小単位(10mmなど) で移動します。

①

②

③

④

[移動]
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1回押すごとに移動する距離は、初期設定で設定します。

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定]  ⇒

[作図エリア]  ⇒  [矢印キーでアイテム移動] の

上段で　通常の移動距離

下段で  [Shift] キーを押しながらの移動距離

を設定します。

2) 品番の移動

図面上の品番を移動するには、

そのアイテムの上で右クリックして、[品番の移動] をクリックします。

品番の枠をドラッグして任意の場所にドラッグしてクリックします。

品番自体を表示したくないときは、

立面図の何もないところで右クリックして、[表示設定]を

クリックし、左下の [現在の表示設定パターン] で

01) 2020J立面図　などを選択します。

または、[表示設定] の [アイテム] タブで

[住まいのアイテム] の文字の上でクリックし、右の [アイテム ラベル] 

のチェックを外します。

3-1) [前後移動] 方法その1

平面図で、そのアイテムを右クリックして

[前後移動] をクリックします。

[配置ボックス] の [アウト] の値に

前後に移動したい距離を入力して [Enter] キーを押します。

3-2) [前後移動] 方法その2

[配置ボックス] の [移動] ボタンで移動することもできます。

①　移動するアイテムをクリックして

②　[配置ボックス] の [移動] ボタンをクリックします。

③　[オフセット] に移動したい距離を入力して

④　移動したい方向の矢印をクリックします。

複数のアイテムもこの方法で一挙に移動できます。

アイランドキッチンの移動や複数のベースキャビネットを

一括で壁から100mmすかす(離す)場合に便利です。

 (方法)

 [Ctrl] キーを押しながら複数のアイテムをクリックして選択します。

または

マウスで対角線上に複数のアイテムを囲んで選択します。

このとき、対角線の始点と終点は配置ゾーン(壁手前の点線内) 3つのベースキャビネットをまとめて

にかからないようにクリックしてください。 壁から100mmすかしたところ

後は、上記②～④で移動します。

①

②

③

④

[移動]

29



3-3) [前後移動] 方法その3

キーボードの矢印キーでも移動できます。

上下の矢印キーは、立面図では上下移動に、平面図では前後移動に使います。

4-1) [上下移動] 方法その1

立面図で、そのアイテムをクリックして、マウス左ボタンを

押し込んだまま、上下にドラッグします。

[配置ボックス] の [上] または [下] の値　を確認しながら

必要な距離だけマウスをドラッグして離します。

[上] とは、天井からアイテム上面までの距離

[下] とは、床からのアイテム下面までの距離　を指します。

4-2) [上下移動] 方法その2

立面図、または平面図で、そのアイテムを右クリックして、[上下] をクリックします。

[配置ボックス] の [上] または [下] の値　を確認しながら

必要な距離だけマウスをドラッグして離します。

[上] とは、天井からアイテム上面までの距離

[下] とは、床からのアイテム下面までの距離　を指します。

ここに直接入力して　[Enter] でもかまいません。

[下] にカーソルを移動するには、[Tab] キーを押します。

4-3) [上下移動] 方法その3

キーボードの矢印キーでも移動できます。

上下の矢印キーは、立面図では上下移動に、平面図では前後移動に使います。

4-3. アイテムの変更 (属性変更)

アイテムの変更は、個々のアイテムを変更する方法と、一括して変更する方法があります。

一括して変更する方法は、4-5. アイテムの一括変更　参照

個々のアイテムを変更するには、そのアイテムを右クリックして、[属性] をクリックします。

または、そのアイテムをダブルクリックします。

または、そのアイテムをクリックして、メイン画面右上の[属性Lite] をクリックします。

[属性Lite] では、幅、高さ、奥行など基本情報のみ変更できます。

[属性Lite] が消えていたら、[ビュー] タブ　⇒　[属性Lite] をクリックします。

[属性Lite] が邪魔な場合は、その右上の 「X」 で閉じます。

V11からの機能
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アイテムを右クリックして [属性] をクリックするか

アイテムをダブルクリックすると

そのアイテムの属性画面が表示されます。

[全般] タブで [幅]、[高さ]、[奥行] を変更できます。

([変数] タブの [寸法] でも可)

(数値を直接入力でもOK)

< カタログ> 左の矢印で 右の矢印で

メートル法 ： 10mm単位 1mm単位 に増減できます。

インチ法　：  1"単位 1/16"単位

カタログによっては、項目が固定されていたり、

上限値や下限値が決まっている場合があります。

これは、カタログ作成時の設定によります。

(カタログ作成・更新者が 2020カタログツールの

 [編集/作成] 機能で 設定を柔軟に変えられます)

JAPAN_KX カタログでは、基本的にフリーです。

つまり、自由にサイズ変更などができます。

固定されている場合は、その項目が非活性(白抜きではない)

状態で、触ることができません。

[変数] タブをクリックすると、右図のように

[* すべての変数] が表示されます。　ここで上下にスクロールしながら

目的の変数の値を変更します。　または、

その下の [数量] などの項目をクリックすると、種類ごとに変数が

表示されるので、その値を変更します。

必要に応じて内容を変更し、［適用] または [OK} をクリックします。

(主なもの)

[アングル] ドアの開閉

[テクスチャ] ドア色、取手色、蹴込色　など

[数量] ドア枚数、取手数量、棚板枚数、中仕切り枚数、

ドア形状、引出形状、取手形状、取手位置　など

[寸法] 幅、奥行、高さ、ドア上隙間(チリ)、ドア下隙間(チリ)、

ドア厚み、取手長さ、蹴込の高さ、蹴込の奥行、

引出の開閉、棚板の奥行、框の幅　など

右クリック 3回目で

「ワイヤーフレーム」モード

になります。
モードは、[ファイル] ⇒  [初期設定] 

⇒ [ﾚﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ能力] ⇒ [初期設定の

ビューモード] で選択できます。

[OK] は、変更内容を反映して、

この画面を終了する場合 (全操作共通)

[適用] は、変更内容を反映して、

他の変更を続ける場合 (全操作共通)
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1) アングル

[ドアの開閉] で 角度を入力(またはスライドバーで設定) します。

レンダリングをJPEG画像などで保存するときは開けていても

立面図等の図面印刷時には閉じてください。

[引出の開閉] は、[寸法] にあります。

2) テクスチャ

[ドア色]  [取手色]  [引出前面色]  [蹴込み色] などを変更するには

それぞれの右にあるカラーパターンをクリックします。

変更できるテクスチャ項目は、カタログやアイテムによって異なります。

現在選択されているテクスチャが右上に表示されます。

左にはグループやサブグループが階層で表示されます。

中央にサブグループ内のテクスチャがイメージ一覧で表示されます。

任意のグループやサブグループから目的のテクスチャを選択(クリック)

して [OK] をクリックします。

各テクスチャには、コードがあります。

そのテクスチャをクリックして右上に表示されるイメージの下に

コード (例 : V7282) やテクスチャ名などの情報が表示されます。

よく使うコードはメモに控えておいて、

テクスチャ検索エリアに　コード入力すると、

素早く目的のテクスチャを選択できます。

①　コードを入力して、右の検索ボタンをクリックします。

②　表示されたテクスチャのイメージをクリックします。

③　[OK] をクリックします。

②、③　をしないと反映しません   <=   忘れやすいので注意

テクスチャ検索エリア

コード(例 : V7072)を入力して

右の検索ボタンをクリックします

テクスチャのカタログをここで選択します。

COMMON は、全カタログ共通の参照先です。

JAPAN_KX や JP_KIKI カタログのアイテム、

SketchUpからダウンロードしたアイテム等は、

ここで COMMONに切り替えて COMMONの

テクスチャを選択することもできます。

現在選択されている

テクスチャ

変更したい項目の

カラーパターンを

クリック

①

②

③
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独自のテクスチャの反映方法

V11以降では、2020にないテクスチャも追加して利用できます。

事前に

撮影した写真や加工画像、ウェブ上の利用可能なテクスチャ

などをデスクトップ上のフォルダ等に保存しておきます。

①　[テクスチャ] の画面で [ユーザーテクスチャライブラリ] を選択し

②　右から 2番目のボタンをクリックします。

③　テクスチャ保存先のフォルダから　目的のテクスチャを選択して

④　[開く] ⇒ [OK] をクリックします。

木目やカウンターのテクスチャは多くの場合

そのままでは不自然なつなぎ目が出てしまいます。

画像編集ソフトなどで加工すれば目立たなくできます。

ご不明な場合は、 support2020@shellkit.co.jp

までお問い合わせください。

3) 数量

[数量] では、ドア形状、ドア枚数、取手形状、取手位置等を変更できます。

[ドア形状] :

[ドア形状(ベースキャビネット)]

[引出(前面)形状]

[ドア形状(ウォールキャビネット)]

等の中から目的に合った項目の右にあるボタンをクリックします。

ドア形状等の選択画面が表示されます。

約450種の形状の中から目的の形状を選択します。

https://www.2020japan.com/tutorial.html

にアクセスすると、ドア形状一覧 のマニュアルがあります。

全形状のイメージ画像を一覧化していますので

ダウンロード & 印刷してご利用ください。

①

②

③

④
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[取手形状] :

[取手形状(ドア)]　または

[取手形状(引出)]

で 取手形状の番号を選択します。

[取手形状(ドア)] で選択した番号が自動的に

[取手形状(引出)] にも反映します。

引出の取手を別種類にしたい場合は、

[取手形状(引出)] を選択し直します。

さらに、ハンドルタイプの取手は、長さも変更できます。

([寸法] ⇒ [取手長さ(ドア)] または [取手長さ(引出)] で変更)

ライン取手の場合は、[取手形状] ではなく、

[ドア形状] より 11番のドア形状を選択します。

https://www.2020japan.com/tutorial.html

にアクセスすると、取手一覧 のマニュアルがあります。

全形状のイメージ画像を一覧化していますので

ダウンロード & 印刷してご利用ください。

[取手位置] :

[取手位置(ベースキャビネット)]

[取手位置(ウォールキャビネット)]

[取手位置(引出)]

等で 取手位置を選択します。

ベースキャビネットの取手位置の場合、

[取手位置(べースキャビネット)] の右の項目を

クリックすると取手位置を選択できます。

Side/Top/Vert のような表示は、それぞれ

横位置 / 縦位置 / 向き　を現します。

Top (上) Diag. (斜め)

Side (横) Bottom (下) Hor. (横向き)

Center (真ん中) Center (真ん中) Vert. (縦向き)

これらの組み合わせの中から選択します。

取手が不要なときは、No Pull (下から2番目) を選択します。

引出の取手を No Pull にした例
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[ドア枚数] :

[引出数量] :

通常、2020 のキャビネットは、600mm以下なら

ドアは 1枚　　　引出は 1列で

600mm超なら

ドアは 2枚　　　引出は 2列に自動的に変化します。

これを増減するには、[ドア枚数] や [引出数量] で変更します。

ドア枚数と引出数量を 各2にした例

[棚板の枚数] :

[中仕切りの枚数] :

これらも同様にして増減できます。

4) 寸法

[寸法] では、幅、ドア厚み、取手長さ、引出の開閉、蹴込みの高さ、框の幅等を変更できます。

[幅] :

[奥行] : これらは、ここでも変更できますが、

[高さ] : [全般] タブ内での変更が最短です。

[ドア厚み] :

ドアの厚みを増減します。JAPAN_KX での初期値 = 20mm

(各項目の初期値はメーカーカタログによって異なります。以下同)

[ドア上隙間(チリ)] :

ドアキャビネットのドア上部の隙間

[ドア下隙間(チリ)] :

ドアキャビネットのドア下部の隙間

[ドア/引出の上下チリ] :

ドア/引出キャビネットのドアと引出の隙間

引出キャビネットの引出間の隙間

[引出の高さ(n段目)] :

引出キャビネットの引出の高さ (n段目)

[引出の開閉(n段目)] :

引出キャビネットの引出の開閉 (n段目)

[テクスチャ 輪郭付き] モード

で表示しています

(わかりやすくするため)
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[取手長さ(ドア)] :

ドアに付く取手の長さ　(ハンドルタイプの取手)

[取手長さ(引出)] :

引出に付く取手の長さ　(ハンドルタイプの取手)

[取手位置微調整(X)] :

取手位置の微調整 (水平方向)

(ただし、取手位置が Center に設定されていると無効)

[取手位置微調整(Y)] :

取手位置の微調整 (垂直方向)

(ただし、取手位置が Center に設定されていると無効)

[蹴込の高さ] :

蹴込み(巾木) の高さ

[框(横方向)の幅] :

框(かまち) の横方向の幅

[框(縦方向)の幅] :

框(かまち) の縦方向の幅

その他の表示項目も JAPAN_KX では自由に変更できます。

[寸法] ⇒ [ドア下隙間(チリ)] を -15

[框(横方向)の幅] を 30

[框(縦方向)の幅] を 70 にしたところ

取手を「なし」にするには

[数量] ⇒ [取手位置(ウォールキャビネット)]

　を No Pull
[テクスチャ 輪郭付き] モード

で表示しています

(わかりやすくするため)
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4-4. カウンターや機器類の配置と変更

カウンターや機器類は、JP_KIKI カタログから配置します。

JP_KIKI は、日本で作成・更新している機器類のカタログです。

国内で流通している主な国産＆輸入の機器類を登録しています。

2020 のウェブサイト (日本) の [カタログ] ページ

https://www.2020japan.com/catalog.html

にアクセスすると、登録一覧があります。

機器類の種別とメーカー単位でその登録アイテムを

3Dイメージで一覧化しています。

例えば、［水栓] ⇒ [GROHE] をクリックすると、

GROHEの水栓が品番と3Dイメージで確認できます。

[カタログ] ページを下にスクロールすると、

[カタログダウンロードコーナー] があります。 

カタログ更新時に

ライセンス登録ユーザー様にメールで

「カタログ更新のお知らせ」 をお送りします。

カタログのインストール方法は、

2020 のウェブサイト (日本) の [マニュアル] ページ

https://www.2020japan.com/tutorial.html

にあります。 

12-2) 2020 Design V12.n カタログ ダウンロード & インストール手順

カウンターや機器類の配置時には、

[ローカルブラウザ]で　カタログを JP_KIKI に切り替えます。

1-1) カウンターの配置

カウンターを配置するには、

先にベースキャビネット類を配置しておきます。

間違いに気づいたら　　　　(全操作共通)

操作中なら　[Esc] キー

操作確定後なら [元に戻す] ボタン

[カウンタートップ]

[フリーデザインカウンター(一般用)] 

と順次　ダブルクリックし、

FREE-TOP-EX(V11) を　平面図の

任意のベースキャビネット上にドラッグ&ドロップします。

V11以降 では必ず、FREE-TOP-EX(V11) をお使いください。

(FREE-TOP-EX は、V8.1 用です)

カウンターは、連続配置されたベースキャビネット類の

形状に合わせて上に載り、自動的に形成されます。

エッジ加工可能な [カウンターウィザード] は

7-6. その他の機能など

　⇒　8) カウンターウィザード　参照

この 〇 をクリックして

ダウンロードします。

この ▼ をクリックして

カタログを切り替えます。

JP_KIKI に

切り替えてください。

FREE-TOP-EX(V11) を

平面図の任意のベースキャビネット

上にドラッグ&ドロップします。
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カウンターがベースキャビネット上に形成されたところ

[透視図] レンダリングで確認すると

1-2) カウンターの変更

カウンターの高さ(厚み)、前後・左右への迫り出し、テクスチャ等を

変更するには カウンターの上で右クリックして [属性] をクリックします。

床からの位置を変更するには [上下] をクリックします。

右クリックして、カウンター以外のアイテムも品番が表示される場合は、

L.KIT-TOP (FREE-TOP-EX(V11)) を選択してから

[属性] や [上下] をクリックします。

フリーデザインカウンターの初期値は、高さ(厚み) 40ミリで

JAPAN_KX のベースキャビネットは、初期値の高さが 820ミリなので、

天板上面は床から 860ミリ (40ミリ + 820ミリ) の高さになります。

これを 850ミリにするには、フリーデザインカウンターを　[上下] で 10ミリ下げ、

ベースキャビネットのドア上のチリ部分に10ミリ食い込ませます。

(これにより同時に 天板の前垂れ (10ミリ) も表現します)

または、カウンターの高さ(厚み) を 30ミリに変更します。

実際には、JAPAN_KX やメーカーカタログのベースキャビネットの高さを

変更したり、カウンターの高さ(厚み) や [上下] を変更したりして、

カウンター上面の高さ(床から850ミリ等) になるよう調整します。

複数のベースキャビネットの高さなどは一括変更できます。

3-12. アイテムの一括変更　参照

[属性] をクリックすると

0. 天板の高さ(厚み)

1. 迫り出し(前)

2. 迫り出し(横)

3. 迫り出し(後)

 カウンタートップ色

 EO cut type    などの項目を変更できます。

陰線表示のときカウンターの継ぎ目を非表示に

したい場合は、一番上の Undefined を選択します。

これは 「クイックレンダリング」の状態

(即時表示 / 低画質)

カウンタートップ色の

変更は、ここをクリック

ここ(属性画面)ではテクスチャが

暗く表示されます。 ご了承ください。

[透視図]
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[カウンタートップ色] の右のカラーパターンをクリックすると

右のように　[テクスチャ] 画面が表示されます。

左のカウンターメーカー等のグループから目的のグループ

やそのサブグループを選択し、

右に表示されるテクスチャの一覧から目的のテクスチャを

選択(クリック) して、[OK] ⇒ [OK] をクリックします。

カウンターの厚みを 30ミリに変更し、

テクスチャを DEKTON (デクトン) の

AURA15 (V34238) に変更した透視図レンダリング

1-3) カウンターの加工 (形状変更)

カウンターの形状を変更するには カウンターの上で右クリックして

 [シェイプの編集] をクリックします。

カウンターのコーナーにポイント(小さな四角) が表示され、マウスポインタは 「＋」になります。

カウンターの幅や奥行を伸ばすには

伸ばしたい辺をマウスの左ボタンで押し込んで

伸ばしたい方向にドラッグします。

たとえば、右方向に100mm伸ばしたい場合は

[配置ボックス] の X の値が 100 になるまで

ドラッグします。

または、[Tab] キーを押して X の値に

100 と入力します。

最後は、左上の [変更を保存] ボタンを

押して確定させます。

変更を破棄したい場合は、その右の 

[変更を破棄] をクリックします。

変更を保存

辺をマウスの左ボタンで押し込んで

伸ばしたい方向にドラッグ
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カウンターのコーナーにRを付けるには

コーナーのポイント(小さな四角) の上で右クリックして、

[ポイント] メニューを表示し、 [Rコーナー] をクリックします。

[ポイント] メニューではなく、[ライン] メニューが表示されるときは

ライン(線) にかからないように　ポイント(小さな四角) を

右クリックしてください。

マウスをコーナー上でドラッグすると、Rの大きさが変化します。

厳密な R(半径) を反映させるには、[配置ボックス] の [半径] の

値に　数値を入力します。　(右の例は、80 と入力)

最後は、左上の [変更を保存] ボタンを押して確定させます。

変更を破棄したい場合は、その右の [変更を破棄] をクリックします。

右側に 100mm 伸ばし、コーナーに 80mmの R を付けたところ

[ポイント] メニュー では、 [Rコーナー] の他に

[面取り]

[切り込み]

なども便利です。

それぞれ [配置ボックス] に表示される

数値を見ながら(または直接入力して)

形状を加工してください。

また、

[追加] は、新たなポイントを任意の位置に追加し、その後の変形のための基点に使います。

[削除] は、不要なポイントを消します。

最後は、左上の [変更を保存] ボタンを押して確定させます。

変更を破棄したい場合は、その右の [変更を破棄] をクリックします。

Ｒコーナー

切り込み

面取り

変更を保存
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[ライン] メニュー は、[シェイプの編集]　⇒　ライン上で右クリックすると表示されます。

[ポイントの追加]

[押し出し]

[Rエンド] 

などが便利です。

[ポイントの追加] は、新たなポイントを任意の位置に追加し、

その後の変形のための基点に使います。

ポイントを追加したいライン上で [ポイントの追加] を選択し、

ラインに沿うようにマウスをドラッグして任意の位置でクリックします。

厳密な位置にポイントを追加するには、[配置ボックス] の X の値に

数値を入力します。

[押し出し] は、カウンターの任意の部分を垂直方向に押し出します。

①　ライン上で右クリックして、[押し出し] をクリック

②　押し出しの始点でクリック

③　マウスをそのまま(対角線上に) 滑らせて、押し出しの終点でクリック

[Rエンド] は、ライン(辺) に Rを付けます。

①　ライン上で右クリックして、[Rエンド] をクリック

②　マウスをそのまま滑らせて、[配置ボックス] の X または 半径 の値を

見ながら目的の値になったらクリック

最後は、左上の [変更を保存] ボタンを押して確定させます。

変更を破棄したい場合は、その右の [変更を破棄] をクリックします。

2) バックガードの配置と変更

バックガードも、JP_KIKI カタログより

FREE-TOP-EX(V11) フリーデザインカウンター

の下に登録されている FREE-BKGD50 などを

配置済みのカウンター上にドラッグ&ドロップ　して配置します。

カウンターは壁付けにされている必要があります。

Ｌ型や コの字型のカウンターの上に配置した場合には

そのカウンターの形状に合わせてバックガードも形成されます。

バックガードの高さや奥行、テクスチャなどは

カウンター同様に 右クリックして、[属性] で変更できます。

エッジ加工可能な [カウンターウィザード] は

7-6. その他の機能など

　⇒　8) カウンターウィザード　参照

ポイントの追加

押し出し

①
②

③

Ｒエンド

①

②

②
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3) シンクの配置

[シンク] 

任意のメーカー

サブグループがある場合は任意のグループ

を順次　ダブルクリックし、

任意のシンク品番を　平面図の

シンクベースキャビネット上にドラッグ&ドロップします。

右の例では、

トヨウラ　(敬称略　以下同) の

プレミアムシンク　より

N760ZW を　シンクキャビネット BS2DW90 上に配置してみます。

(BS2DW90 は JAPAN_KX から先に配置しておきます)

N760ZW を　シンクキャビネット BS2DW90 上にドラッグします。

まだ、クリックはしません。

3-1) シンクの前後移動

シンクの輪郭が現れ、近くの線に吸着しようとします(オートスナップ)

が気にせずに、そのまま右クリックすると、[前後移動] モードになります。

(オートスナップが邪魔な場合は、[Shift] キーを押しながらドラッグ)

[配置ボックス] の [アウト] の値を見ながら

目的の距離 (右の例では 100mm) になったら

[Enter] キーを押します。

( 直接 100 と入力して [Enter] でもOK )

左右の位置はこの時点ではだいたいでOKです。

後から [センター] などで調整できます。

ドラッグ&ドロップして、いったん配置してから

右クリックで [前後移動] でもOKです。

42



3-2) シンクの左右移動

シンクを左右に移動するには、

平面図のシンクをマウスの左ボタンで押し込んだまま

[配置ボックス] の [壁左] 等の値を見ながら 左右にドラッグして

目的の位置になったら左ボタンを離します。

または、平面図(または立面図) のシンクを右クリックして

[左右移動] で[配置ボックス] の [壁左] 等の値を見ながら 左右にドラッグして

目的の位置になったらクリックします。

後者の場合は、数値を直接入力して [Enter] でも OK

(オートスナップが邪魔な場合は、[Shift] キーを押しながらドラッグ)

3-3) シンクのセンタリング(中央配置)

アイテムを別のアイテムの中央(真上や真下) に移動するには

[センター] 機能が便利です。

今回の例では、

シンク N760ZW を立面図で右クリックして [センター] をクリックし、

マウスポインタが 「＋」 になったら

対象となるアイテム (今回は、シンクキャビネット BS2DW90) をクリックして

[Enter] キーを押します。

[センター] は、平面図でも立面図でも作業可能ですが、立面図がお薦めです。

レンジフードをコンロの真上に配置したいときなどにも

この [センター] がお薦めです。

だいたいの位置に配置しておいて、[センター] で合わせると効率的。

対象となるアイテムは、複数でもかまいません。

[Ctrl] キーを押しながら複数のアイテムを選択して [Enter] キーを押します。

3-4) シンクの上下移動

シンクを上下に移動するには、

立面図でシンクを右クリックして、[上下] をクリックします。

[Tab] キーを押して、[配置ボックス] の「下」に移動し、

元の値 (右の例では 620) を増減します。

たとえば、30mm持ち上げたいなら 650 と入力して [Enter]

この方法でカウンターの高さ(厚み) が 30mmで

前垂れ部分が 30mm に見えても

アンダーカウンターシンク接合部のカウンターは 

10mm等の薄さで表現できます。

N760ZW シンクを　BS2DW90 シンクキャビネット の中央に配置し、

上下で持ち上げ、30mm厚のカウンター前垂れ & 10mm厚カウンター

を表現したところ

このように 2020のカウンターとシンクの3Dデータは、

シンクを配置(や移動) をすると、

自動的にその本来の形状で開口する仕組みになっています。
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4) 機器類の配置

水栓、コンロ、レンジフードなど その他の機器類も配置や移動方法は、基本的に同じです。

機器類の項目　⇒　メーカー　⇒　サブグループ　などを順次ダブルクリックしていき、目的の品番を平面図にドラッグ&ドロップします。

または、左下の [品番検索エリア] に品番を入力して　表示された品番を平面図にドラッグ&ドロップします。

[左右移動] [前後移動] [上下] などの方法は

前述のシンクと同じです。

また、そのアイテムをダブルクリックするか

右クリックして [属性] で

サイズやテクスチャが固定されていない項目は

変更可能です。

右の例は、コンロ　⇒　リンナイ　⇒

リンナイガスコンロ　トッププレート幅750

機器類データの品番は多岐多種にわたり頻繁に更新されるため、

JP_KIKIカタログでの最新版への追いつきが困難です。

形状、サイズ、デザインなどが大きく変わるときは、できるだけ JP_KIKI カタログを更新して

ユーザー様にお知らせしますが、古いままの品番もあります。

古い品番のアイテムについては

2020 のウェブサイト (日本) の [カタログ] ページ

https://www.2020japan.com/catalog.html

で 3Dイメージを確認しながら、ご利用ください。

水栓 : GROHE 32668 000 K4シングルレバー混合栓

コンロ : リンナイ RHB71W22E2VC-STW デリシア

レンジフード : ARIAFINA ANGL-951 アンジェリーナ

　などを配置したところ

レンジフードには通常、照明が点灯しています。

照明が不要の場合は、レンジフードを右クリックして

[照明のプロパティ]  ⇒  [明るさ] の 20 ワット(初期値)　を

「オフ」　にします。
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5) 機器類の変更

レンジフードの項目を変更する例

レンジフードを右クリックして [属性] をクリックします。

または、レンジフードをダブルクリックします。

レンジフードの属性画面が表示されます。

[変数] タブをクリックして

[本体色] [前幕板面材 取付] [横幕板取付] [面材色] 

などの値を変更できます。

[本体色] :　MW(ミラーホワイト)

[前幕板面材 取付] : 面材・総高さ700 

[横幕板取付] : 右サイド取付

[面材色] : Wood Beech Natural (Vert.door)

に変更したところ
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6) パネル類の配置と変更

エンドパネル、フロントパネル、モールディング(飾り幕板) などの配置は、

北米系メーカーカタログをご利用の場合　・・・　そのカタログに登録

されているアイテムを任意の位置にドラッグ&ドロップして配置します。

JAPAN_KX をご利用の場合　・・・　JP＿KI,KI の 

[パネル・フィラー類] という項目に登録されている

アイテムを任意の位置にドラッグ&ドロップして配置します。

エンドパネルの配置例

今回は、JP_KIKI の [パネル・フィラー類] より

エンドパネル　EP02 を [ビュー&配置] 方式で配置してみます。

[ビュー&配置] 方式は、ドラッグ&ドロップする代わりに、

先に [属性] 画面を表示し、

(必要に応じて) 寸法などの項目を変更して配置する方式です。

もちろん、通常のドラッグ&ドロップでもOKです。

パネル・フィラー類

エンドパネル

と順次 ダブルクリックし、

EP02 の品番の上で右クリック　⇒　[ビュー&配置] をクリックします。

今回は、[奥行] を 700 ⇒ 670 に変更してみます。

[配置] をクリックして、マウスポインタが 「＋」になったら

平面図のエンドパネルを配置したい位置でクリックします。

ベースキャビネットの右端にエンドパネル EP02 を配置したところ
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飾り幕板(モールディング) の配置例

今回は、JP_KIKI の [パネル・フィラー類] より

飾り幕板　DC-1 を ドラッグ&ドロップで配置してみます。

パネル・フィラー類

飾り幕板

と順次 ダブルクリックし、

DC-1 を平面図の任意の吊戸棚上 にドラッグ&ドロップします。

右のように複数の品番が表示される場合は、

吊戸棚の品番をクリックします。

((上空から見て) 複数のアイテム(吊戸棚、カウンター、シンク、

ベースキャビネットなど) が重なっているときにこのように表示されます)

飾り幕板(モールディング) や メーカーカタログの巾木(Toe Kick) などは、

連続したキャビネットの形状に合わせて自動的に形成されます。

※　モールディングの [高さ] や [厚み] を変更する場合は、

この配置直後のタイミングで変更してください。

(理由) ; [シェイプの編集] で形状を変更後に

[高さ] や [厚み] を変更しようとすると、

右記のメッセージが表示され、

変更した形状が元に戻ってしまうため

今回は、[属性] で [飾り幕板の高さ] を 100  ⇒  150 に変更して天井付けにします。

右の例のように、吊戸棚の片端が別のアイテム(レンジフードなど) の場合には

そこでモールディングが途切れます。　(緑の輪郭線がモールディング)

こういうときは、平面図のモールディングの上で

右クリックして、[シェイプの編集] をクリックします。

モールディング近辺を範囲拡大

しておくと作業がしやすくなります。

(マウスのスクロールボタンを奥側に転がす)

[シェイプの編集] モードになると

モールディングは右のように各終端がポイント(小さな四角)

で表示されます。

今回の例では、右端のポイントをマウスの左ボタンで

押し込んで、レンジフードの右端まで引っ張ります。

レンジフードの右端まで伸びたら、いったんクリックします。

ここで、

いったんクリック
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さらにモールディングを壁側に回り込ませるには

右端のポイントを右クリックして　

[ポイント] メニューを表示し、

[追加] をクリックします。

次にマウスをどの方向にドラッグするかによって

モールディングの伸びていく向きが決まります。

今回の例では壁側に伸ばしたいので、

そのままマウスを壁の方向に垂直にドラッグします。

モールディングのラインが意図する方向に伸びていかないときは

[Esc] キーを押して、ポイントを右クリックしてやり直してください。

壁まで伸ばしたらクリックして [Esc] キーを押し、

最後に、左上の [変更を保存] ボタンを押して確定します。

伸ばしたい方向に

まっすぐ(ぶれないように)

ドラッグ
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4-5. アイテムの一括変更

アイテムの変更は、個々のアイテムを変更する方法と、一括して変更する方法があり、

一括変更では、ドア形状、取手形状、テクスチャなどを一挙に変更できます。

個々に変更する方法は、3-10. アイテムの変更 (属性変更)　参照

一括変更が先か？　個別変更が先か？

なるべく一括変更で全体を変更し、後から個別にアイテムを変更

することをお薦めします。

先に特定のキャビネットのテクスチャを変更し、後から一括変更で

全キャビネットを別のテクスチャに変更しようとしても、先に変更した

キャビネットのテクスチャは変化しません (個別変更が優先されます)。

一括変更を実行する前に、kitファイルを (上書き)保存し、

さらに、別名で保存することをお薦めします。

([ファイル] メニュー　⇒　[名前を付けて保存]　⇒　[名前を付けて保存]) 

これにより複数パターンが保存され、必要に応じて各パターンから

再開できます。

変更は、キャビネットを一つ以上配置すれば、 任意の時点で可能です。

ベースキャビネットの [高さ] を一括変更する場合は、カウンターの配置前を

お薦めします (カウンターはベースキャビネット上に載るため)。

一括変更は、[アイテム] タブ　⇒　[グローバル属性]　または、[スタイルと価格設定]　または、 [スタイル] で設定します。

[グローバル属性] ・・・　JAPAN_KX, JP_KIKI 等の汎用カタログ

[スタイルと価格設定] ・・・　CanyonCreek, DeWils, Diamond, KraftMaid, Merit 等の北米系カタログ

[スタイル] ・・・　PoggenPohl等のヨーロッパ系カタログやオリジナルカタログ

これらの違いは、カタログ作成時のコンセプト(目的や構想) によります。

[グローバル属性] ・・・　なるべく制約なくご利用いただくため、多種の項目が変更できます。

[スタイルと価格設定] ・・・　北米系メーカーの2020ご担当者が自社キャビネット専売目的で作成・更新されています。

構造やメンテナンスがシンプルな反面、自由性に制約があります　⇒　[グローバル属性] も併用。

[スタイル] ・・・　選択可能なシリーズ、ドアや取手の形状、面材、禁則処理等が詳細かつ厳密に設定されています。

オリジナルの面材(テクスチャ) や取手形状などの追加もでき、もっともユーザーフレンドリーな仕組みです。
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1) [グローバル属性] での一括変更 JAPAN_KX & JP_KIKI カタログの例

[アイテム] タブ　⇒　[グローバル属性] をクリックします。

1つ以上のキャビネットが配置されていれば、任意の時点で可能です。

①　メートル法のカタログリスト　を選択します。

北米系カタログで [グローバル属性] も併用するときは

インチ法の場合、インチ法のカタログリスト　を選択します。

②　上部に表示された JAPAN_KX をクリックします。

北米系カタログで [グローバル属性] も併用するときは

そのメーカーカタログ をクリックします。

③　[テクスチャーズ] タブ等で目的の項目を変更していきます。

JP_KIKI も同様にして一括変更できますが、JP_KIKIは

配置アイテムが少ないので、個々に変更がお薦めです。

各タブ　で表示される項目は、カタログによって異なります。

A カタログにあって B カタログにはない場合、B カタログでは

その項目の一括変更を許していないということです。

また、同じ項目がカタログによって違うタブに登録されていることもあります。

[テクスチャーズ] タブ

[ドア色]  [取手色]  [引出前面色]  [蹴込み色] などを一括変更するには

それぞれの右にあるカラーパターンをクリックします。

変更方法は、[属性] 変更と同じです。

4-3. アイテムの変更 (属性変更)  ⇒　2) テクスチャ　参照

①

②

③
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[アクセス] タブ

[取手長さ(ドア)]  [取手長さ(引出)] を一括変更します。

[Display long pull] にチェックすると、キャビネット(引出)幅に

合わせて長い取手になります。

いずれも、ハンドルタイプの取手が対象です。

(ノブタイプの取手は変化しません)

[クリア] タブ

. [ドア/引出の上下チリ]  [ドア下隙間(チリ)] を一括変更します。

[スタイル] タブ

[ドア形状(ベースキャビネット)]  [引出(前面)形状] 

[取手位置]  [取手形状] などを一括変更します。

変更方法は、[属性] 変更と同じです。

4-3. アイテムの変更 (属性変更)  ⇒　3) 数量　参照

[ドア] タブ

取手位置は、[Style] タブ (後述) で一括変更しますが、

その位置をさらにドアの端からミリ単位で微調整できます。

[取手位置微調整(X)]  で、横(Side) からの寸法

[取手位置微調整(Y)]  で、上(Top) または 下(Bottom) からの寸法

(ただし、[Style] タブの 取手位置の変更 で 

Center に設定されている場合は動きません)

ドア形状を [Style] タブ (後述) で、框(かまち)のある

タイプ (12など) にした場合、その框の幅をミリ単位で変更できます。

[框(横方向)の幅]  で、横向き框の幅

[框(縦方向)の幅]  で、縦向き框の幅

[ドア/引出の上下チリ] 

(4 ⇒ 5 に変更例)

[ドア下隙間(チリ)] 

(0⇒ 20 に変更例)

[ドア上隙間(チリ)]  は、

[全般] タブにあります

ここをクリックすると

隠れているタブが現れます。
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[メーカー] タブ

[蹴込の高さ]  を一括変更します。

[蹴込の高さ] を変更してもベースキャビネットの [高さ] は変わりません。

[高さ] は 前述の [全般] タブで変更します。

[引出] タブ

[引出の高さ(1段目)]  などを一括変更します。

引出キャビネットのみが対象です。

[厚み] タブ

[ドア厚み]  [パネル厚み]  [側板厚み] などを一括変更します。

[全般] タブ

[ドア上隙間(チリ)]  [奥行]  [高さ]  など

ベースキャビネットのサイズを一括変更します。　

([幅] は変化しません　・・・　非表示に修正予定)

[オープン] タブ

[ドアの開閉]  [引出の開閉(1段目)] などを一括変更します。

レンダリング時などでエンドユーザー様にお見せすると

喜ばれますが、図面にも反映するため、最後は 0 に戻してください。

.
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[デザイン] タブ

[上の揃え] を一括変更します。

上の揃え とは、吊戸棚上面 ～ 床の寸法ですが、

ここで変更するよりも [ファイル] メニュー　⇒　[初期設定] ⇒

[壁／仮想壁]  ⇒　[壁設置アイテム上面位置] がお薦めです。

(吊戸棚もレンジフード等も一斉に変更できるため)

[グローバル属性] での一括変更例 :

データ特性上、一括変更で変わらない項目は

個々のアイテム上で右クリックして [属性] で変更してください。

また、[属性] での変更が一括変更より優先されるため [属性] 

で変更済みアイテムの項目は一括変更では変わりません。

.
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2) [スタイルと価格設定] での一括変更 Merit カタログの例

[アイテム] タブ　⇒　[スタイルと価格設定] をクリックします。

1つ以上のキャビネットが配置されていれば、任意の時点で可能です。

①　[スタイルと価格設定] の画面が開いたら

[カタログスタイル] タブをクリックします。

以下の内容は、メーカーカタログによって異なります。

詳しい使い方は、各メーカーの instruction (説明) を

ご確認ください。

②　[Door Selection] の文字の上でダブルクリックします。

③ 目的のドアのスタイル(シリーズ) をダブルクリックします。

④　さらにそのスタイル(シリーズ) 内での種類をダブルクリックします。

⑤　選択した種類が表示されます。

[Door Selection] 以外の項目も同様にして選択します。

⑥　選択が終わったら、[閉じる] をクリックします。

①

②

⑤

⑥

③

④
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[スタイルと価格設定] での一括変更例 :

[スタイルと価格設定] で一括変更後、[グローバル属性] で取手種類をドア用と引出用別々に変更し、

右端のコンロキャビネットの取手は [属性] で変更しています。

データ特性上、一括変更で変わらない項目は

個々のアイテム上で右クリックして、 [属性] で変更してください。

また、[属性] での変更が一括変更より優先されるため

[属性] で変更済みアイテムの項目は一括変更では変わりません。

(参考立面図)

Meritカタログ等のインチ法カタログでは、図面の寸法がメートル法の場合、上記のように表示されます。
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3) [スタイル] での一括変更 Poggenpohl カタログの例

[スタイル] が設定されたカタログでは、1件目のキャビネット配置時に自動的に [スタイル] 画面になり、面材などを設定します。

作成途中で面材などを一括変更するには、[アイテム] タブ　⇒　[スタイル] で変更します。

①　1件目のユニット(キャビネット) を配置しようとすると

[スタイル] 画面になります。

(スタイル = シリーズ, Poggenpohlでの呼称は Programme)

②　目的のスタイルをクリックします。

右の例では、DB  をクリックすると、右の窓に

DBの面材が 6種類表示されています。

(右の窓は面材の表示のみ / 選択は次画面)

(網掛けは製造中止。経過措置で残している意味)

③　[選択] をクリックします。

④　[スタイル情報] 画面になります。

(スタイル情報 = シリーズ内の面材等の選択情報)

右の例では項目が英語表記ですが

元のペーパーカタログに合わせているためです。

日本語表記も可能です。

101 Front colours 　面材

207 Décor side wall colors 　側面仕上げ

250 Depth 　ベースキャビネット奥行

300 Handle 　取手

305 Handle direction (H or V) 　取手向き

306 Shelves color 　New shelvingの棚板色

(XXX は、初期値が 101 の面材と同色の意味)

401 Plinth colors  巾木色

402 Plinth height  巾木高さ

等の [スタイル情報] の各列をクリックして

目的の種類を選択します。

緑の項目は、このシリーズでは選択不可の意味です。

⑤

右の例では、 101 Front colors (面材) として

DB1241 を選択しています。

他の項目も (必要に応じて) 選択して

[OK] をクリックし、[スタイル] 画面に戻ったら [OK] を

クリックします。 (選択し直す場合は [[キャンセル])

作成途中に面材や取手を一括変更するには、

[アイテム] タブ　⇒　[スタイル] をクリックします。

①

②

③

④

⑤

⑥
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①　xxx.kit のグローバルスタイル選択

という画面が表示されます。 (xxx.kit は、ファイル名)

ここで、スタイル(シリーズ) やその面材などを

再設定することになります。

②　[スタイル] を変更するには、

上部中央の [選択されたグローバルスタイル] で

目的のスタイル(シリーズ) を選択し直します。

同じスタイル内で別の面材などに変更する場合は

② は不要

③　別の面材などに変更するには、その下の

[スタイル情報] で目的の項目を選択し直して

最後に [OK]  ⇒  [OK] とクリックして終了します。

[スタイル] での一括変更例 :

データ特性上、一括変更で変わらない項目は

個々のアイテム上で右クリックして [スタイル] または、[属性] で変更してください。

また、[属性] での変更が一括変更より優先されるため

[属性] で変更済みアイテムの項目は一括変更では変わりません。

①

②

③
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4-6. 側面図の追加と削除

側面図を追加するには、

[ルームレイアウト] タブ　⇒　[側面図追加] をクリックします。

または、平面図の何もないところで右クリックして [側面図の追加] をクリックします。

マウスポインタが 「＋」 になったら、

断面を取りたいアイテム上のだいたいの位置でクリックします。

すると、右のように 断面を現す黒い太線が表示されます。

マウスボタンは離したまま左右にドラッグして、任意の位置で

クリックします。今回は、水栓の上でクリックしてみます。

すると、右のように黒い矢印が表示されます。

マウスボタンは離したまま左右にドラッグすると

矢印の向きが変わります

この矢印は、どちら側から見た側面図かを現します。

向きが決まったら、クリックします。

側面図が表示されます。 ( 右例では、[立面 2] タブ )

2020では、側面図も立面図の一種として

立面図エリアに タブ単位で追加されていきます。

このタブ名は、任意の名前に変更できます。

タブ名の上でダブルクリックして、任意の名前に変更し、

[OK] をクリックします。　例 : [立面 2]  ⇒  [左側面図]

不要な立面図を削除するには、その側面図を選択した状態で

[立面図削除] ボタン をクリックします。
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4-7. カスタム立面図追加

カスタム立面図では

(上空から見て) 段差のある壁や連続していない壁を一つの立面図で表示します。

[ルームレイウト] タブ　より [カスタム立面図追加] をクリックします。

紺色の線が現れたら、一つの立面図で表示したい壁をすべて含むように、紺色の線を背後で伸ばします。

平面図で水色の部分にかかるキャビネット等のアイテムが立面図に表示されます。

水色の部分は、右クリックして [奥行の変更] で 最大2,500mm まで伸ばせます。

平面図の カスタム立面図を示す点線や水色の部分を非表示にするには、

その上で右クリックして、[表示設定]  ⇒ [表示] のチェックを外します。

再表示は、平面図上で右クリックして [表示設定]  ⇒  

[非表示アイテム] タブ　で [カスタム立面図] を選択し、[表示] をクリックします。
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5-1. [透視図] レンダリング

[透視図] レンダリングは、クイックアクセスツールバーより [透視図]

をクリックします。

または、[プレゼンテーション] タブより [透視図] をクリックします。

[立面図] [鳥瞰図] 等も [プレゼンテーション] タブより同様に。

V11.8より　初回のみ右のメッセージが表示されます。

これは、レンダリング・ダッシュボード (後述) の一番右にある

[高品質レンダリング] をクリックすると、

カメラのアイコンが Windowsのタスクバー(通常画面下のバー)

に表示され、それをクリックすると、別画面で表示される

高品質レンダリングにアクセスできるという意味です。

その下の [了解] をクリックしてください。

V11以降では、間取りから最適と思われる視点や位置や角度を

自動的に計算して [透視図] レンダリングが表示されます。

この表示を クイックレンダリング と呼びます。

表示後、視点や位置や角度は、マウスで操作して自由に変更できます。

この状態(クイックレンダリング) は、粗いレンダリングですが、

それでもよければ JPEG画像として保存できます。

方法 : レンダリング画面の左上 [ファイル] メニュー　⇒

[名前を付けて保存]　⇒  [イメージ]

レンダリング・ダッシュボード　が画面下に薄く表示されます。

このレンダリング・ダッシュボードで、各種の設定をします。 次ページに詳細

何もしなければ、約2秒でレンダリング・ダッシュボードは消えますが、

レンダリング画面内でマウスを動かすと再び薄く表示され、

マウスをこの位置に合わせると、濃く表示されます。

レンダリング・ダッシュボード

(変更方法1) ・・・ こちらが断然お勧めです。 (方法２は次ページ)

拡大・縮小は、マウス中央の ホイールボタンで操作します。

(ホイールボタンを前方に転がすと拡大、手前に転がすと縮小)

視点のアングルを変えるには、マウスの左ボタンを押しこんだまま

マウスを動かします。(マウスポインタは円形矢印)

視点の位置を変えるには、ホイールボタンを押しこんだまま

マウスを動かします。(マウスポインタは手のひらの形)

Part ５ レンダリング

透視図
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5-2. レンダリング・ダッシュボード　の使い方

通常は上記設定のままをお勧めします。

[ビュー]

選択したアイテムのみ ; 平面図や立面図

でクリックしたアイテムのみ表示。

可視アイテム ; その下の[表示設定] で

選択したアイテムのみ表示。

[天井]

□ 表示する ; チェックすると天井を表示。

テクスチャの変更は、右下の ボックスをク

リック。

[フロア]

□ 表示する ; チェックするとフロアを表示。

テクスチャの変更は、右下の ボックスをク

リック。

[背景色]  天井やフロアを表示しない

ときの色を選択。

通常は上記設定のままをお勧めします。

[日光]

□ 表示する ; チェックすると現れる

太陽を室外(窓の外側など) に配置。

[天井]

オフ を 40ワット等に切り替えると現れる

天井照明(単体) を任意の場所に配置。

(V8.1 の天井照明に相当)

[シーン]

自動照明光度 ; 自動照明(複数) の光度

をオフ、5 ～ 60ワットから選択。

環境光の明るさ ; バーを左にスライド

させるほど夜間のシーンに。
「オフ」では、レンダリングがのっぺりした

感じになるので、お薦めしません。

[イメージ]

□ 露出 ; 露光量を調節。

次ページに説明

陰線、テクスチャ等のモードをここで

選択します。

※効率よいレンダリングのコツ (重要)

[品質選択] では、

テスト段階では 「低」 か 「中] で、

仕上げ段階で 「高」 をお薦めします。

□ アイドル時にレンダリングを更新

のチェックは、

(※レスポンスが遅いと感じられる場合)

テスト段階では外し、

仕上げ段階でチェックを入れる

ことをお勧めします。

このチェックが入っていると、アングル等

を変える都度、光線や影の処理をする

ためパフォーマンスが悪くなります。

また、レンダリングの画面の大きさは、

テスト段階ではなるべく小さくし、

仕上げ段階で大きくしてください。

(大きさはレンダリング画面の右下などを

マウスで対角線上に伸縮して調節)

(変更方法2)         (前ページの変更方法1がお勧めですが参考のため)

ここで、拡大・縮小、左右や上下の移動を操作することもできます。

先に 左の [オービット] をクリックすると、現在の視点を中心に回転

しながら移動するイメージ。

先に右の [パン] をクリックすると、平行に移動するイメージ。

オービット パン

次ページに説明
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5-3. 切り取り の使い方

特定の対象をレンダリングしたいのに、手前の対象(壁やアイランドキッチンなど)

が邪魔して、レンダリングが思うようにできないとき、[切り取り] 機能を使います。

例 : アイランドキッチンやテーブルがあって、壁付けのキッチン本体がレンダリングしにくい。

5-4. 高品質レンダリング の使い方

視点やアングルなどが決まったら、

[ビューモード/品質] で以下のように ([印刷品質] を 「高」に) 設定します。

続いて、[高品質レンダリング] をクリックします。

タスクバーに カメラのアイコン (高品質レンダリングのアイコン) が

表示されます。

このアイコンをクリックすると、別画面で開いた 高品質レンダリング

が表示され、グローバルイルミネーション、レンダリング　という

2段階に分けて、高品質レンダリングを作成します。

これには数分間かかります。

所要時間はパソコン環境 (ＣＰＵ、メモリ、ビデオカード等) によります。

この時間は別の作業をして有効にお使いください。

レンダリングが100% 完了したとき、 (重要)

暗すぎ、または、明るすぎと感じられる場合は、

レンダリング・ダッシュボードの [照明効果] をクリックします。

高品質レンダリングでは、[照明効果] の [露出] のみ調整できます。

初期値が「1」なので、明るすぎる場合は、1より小さくし、

暗すぎる場合は、1より大きくします。

左上の [ファイル] メニュー　⇒　[名前を付けて保存]  ⇒　[イメージ]

で JPEG画像として保存できます。

これを　[複数ビュー] に貼り付けるなどして活用できます。

[切り取りモード] で [オブジェクト] を選択し、

[切り取りプラン] のスライドバーを左右にスライドすると

その下にあるピンク色の円の大きさが変化します。

この円内に完全に入るもの (オブジェクト) が

レンダリングから切り取られます。

V11以降の新機能です。お薦めします。

切り取り後のレンダリングは、マウスで操作して

拡大したりアングルを変えたりできます。

[オブジェクト] ではなく [カメラ] を選択し、

[切り取りプラン] のスライドバーを左右にスライドすると

V字(カメラの視角として) の大きさが変化します。

このV字にかかるものが、その断面で

レンダリングから切り取られます。

(V8.1 はこれに近いものでした) 

不自然に断面が残るので、お薦めしません。

高品質レンダリング
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5-5. 360°パノラマ・ビュー

クイックレンダリングの画面から　パノラマ・ビューを作成できます。

パノラマ・ビューは、デザインした部屋を疑似体験できる画像データを作成し、

エンドユーザー様のパソコンやスマホにメール送信すると、

エンドユーザー様が部屋の中に立って部屋を見渡すように体験できる機能です。

クイックレンダリングの画面から (高品質レンダリングの画面ではなく)

[ファイル] メニュー　⇒  [360°パノラマ・ビューで保存] をクリック

パノラマ・ビュー　を利用するには 2020.net の登録ユーザーになる必要があります。

https://2020.net/Login.aspx

ユーザー登録でご不明な場合はカスタマーサポートまでお問い合わせください。

右の画面になったら、カメラをマウスでつまんで

部屋の中心に移動します。

カメラは、黒い三角形・長方形・線・丸 の形を

しています。長方形部分をマウスでつまんで

部屋の中心にドラッグします。

黒丸をマウスでつまんで動かすと

最初のアングルを変更できます。

[目線の高さ] は必要に応じて変更します。

[パブリッシュ] をクリックします。

[デザイン情報] が表示されたら

販売店や顧客の情報を入力します。

パノラマ・ビューのデータは、2020のサーバーに保存され、

そこから販売店と顧客の両方にメールで送信されます。

メールの本文は形式的な内容の英語ですので

[デザイン情報] 一番下の Eメールメッセージの欄に

必要情報を入力してください。　* の項目は必須です。

[Send] をクリックします。　　([Send] は下にスクロールすると現れます)

[Send] がクリックされてから、パノラマ・ビューは、6ステップに分けて

グローバルイルミネーションとレンダリングを繰り返しながら作成されます。

かなり時間がかかります(特に1ステップめ)ので、休憩時間などを利用して

作成してください。

パソコンに送信された

パノラマ・ビュー

スマホに送信された

パノラマ・ビュー

VRメガネのアイコンをクリックするとVRモードになり、VRメガネにスマホを装着して、

VR(仮想現実)の空間を体験することもできます。　　(VR = Virtual Reality)
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5-6. カメラ の使い方

メイン画面右下のカメラのアイコンをクリックすると

カメラが表示されます。もう一度クリックすると隠れます。

カメラは、緑の三角形・長方形・線・丸 の形を

しています。長方形部分をマウスでつまんで

任意の位置にドラッグします。

丸をマウスでつまんで動かすと

アングルを変更できます。

三角で視角を調整します。

カメラの上で右クリックすると、[目線の高さ] [目線の傾き]

などを変更できます。

しかし、レンダリングの視点や目線の高さやアングルなどは、

クイックレンダリングの画面内でマウス操作によって

動かすほうが断然効率的です。

カメラの位置を大きく変更したいときなどに限り、このカメラを補助的に

使うことをお薦めします。

5-7. レンダリングのその他のコツ

Ｉ型や L型のキッチンでも、なるべく四方壁になるように平面図を作成し、

少なくとも一つの窓を配置することを 2020本部は推奨しています。

窓は、ROOM_M カタログ　の [窓] から配置します。

7.2 ドアや窓の配置　参照

明るさや陰影が思いどおりにならない場合は

作成中の kitファイルを 2020 カスタマーサポート

support2020@shellkit.co.jp

までメールに添付して送付してください。

プランに合ったノウハウをお伝えします。

カメラの表示/非表示の切替
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レイアウトしたプランは、図面として出力できます。

必要に応じて、寸法やメモを追加したり、施工マーク(シンボル) を追加したりします。

表示方法は、[表示設定] で変更します。   6-4. 表示設定　参照

図面出力には、単票(1枚の用紙に 1枚の図面)と、複数ビュー(1枚の用紙に複数の図面) があります。 

6-1.  寸法の加工 この加工とは寸法の数値を置き換えるという意味ではありません。

寸法の移動、削除、追加など編集のことです。

寸法には、[ユーザー寸法] と [自動寸法] があります。

[ユーザー寸法] は、任意で追加する寸法です。

[自動寸法] は、自動的に表示される寸法です。

どのアイテムのどの部分をどのように [自動寸法] で表示するか等は、

[表示設定] の [寸法] タブで設定しておきます。

6-4. 表示設定　⇒　2) [寸法] タブ　参照

　

立面図の寸法を加工するときは、立面図エリアを広げておくと作業しやすくなります。

平面図の寸法を加工するときは、平面図エリアを広げておくと作業しやすくなります。

3-5. 平面図と立面図　⇒　2) 立面図エリアと平面図エリアの調整　参照

1) 寸法の移動

寸法の位置を移動するには、その寸法をクリックして

マウスの左ボタンを押し込んだまま任意の位置までドラッグします。

2) 寸法の削除

不要な寸法を削除するには、その寸法をクリックして

[Delete] キーを押します。

不要な寸法を一括して削除するには、

[Ctrl] キーを押しながら、不要な寸法を順次クリックします。

クリックした寸法が右の例のように青くなります。

(残したい寸法を間違ってクリックしてしまった場合は、

再度その寸法をクリックすると解除されます)

全部クリックしたら、[Delete] キーを押します。

細かい寸法が削除しにくいときは、

 (細かい寸法は、同一線上の隣接する寸法が邪魔して

マウスでつかみにくいことがあります)

邪魔している寸法をいったん移動しておいて、削除したい寸法を

削除してから、邪魔していた寸法を元の位置に戻します。

右例は、15 という寸法を削除しようとしてクリック

したのに、隣の寸法　450 が選択されてしまう場合ですが

隣の寸法をマウスでドラッグして上か下にずらし、

削除したい寸法を削除してから、ずらしていた隣の寸法を

元の位置に戻しています。

Part ６ 図面
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3) 寸法の追加　(ユーザー寸法)

寸法を追加するには、[寸法やメモ] タブ より

[マルチ寸法] や ([マルチ寸法] は、V11.12以降の機能)

[線から線の寸法] や [点から線の寸法] で採寸します。

[線から線の寸法] は、線(始点) と 線(終点) それぞれでクリック

[点から線の寸法] は、点(始点) と 線(終点) それぞれでクリック

それぞれ、線にマウスを合わせると、線は緑色で表示されます。

その他の寸法

[角度] ・・・　線(始点) と 線(終点) それぞれでクリック　⇒　角度を表示

[水平] ・・・　水平方向の直線上でクリック

[垂直] ・・・　垂直方向の直線上でクリック

[一直線] ・・・　点(始点) と 点(終点) それぞれでクリック　(斜めでもOK)

[半径] ・・・　曲線上でクリック　⇒　R (半径) を表示

[点から線の寸法] の例

(カウンター上面から吊戸棚下面の寸法)

①　[点から線の寸法] ボタンをクリックします。

②　カウンター上面の角でクリックします。 (始点)

(始点の点は、□ で表示されます)

③　吊戸棚の下面でクリックします。 (終点)

(終点の線は、緑色 で表示されます)

④　寸法が追加されます。

⑤　寸法を任意の位置にドラッグして移動します。

寸法の数字が逆向きに表示されるときは、

始点と終点を　逆にとると向きが変わります。

目的の線をスムーズにとるコツ

特に框(かまち)形状扉のキャビネットの場合など、細かい線が複雑に

表示されていて、採寸したい線がつかみづらいときは

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定]  ⇒　[作図エリア]  ⇒  

[立面図に3Dシェィプを表示]  のチェックを外して

キャビネット等が輪郭線のみで表示された状態にします。

　(採寸後に再チェック)

線から線の寸法
点から線の寸法

②

③

④⑤

マルチ寸法

①
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または、

採寸する範囲を拡大しておいて、アイテムの外側からマウス

を近づけて、始点と終点をクリックするとスムーズに採寸できます。

その線にマウスを合わせるときに、アイテムの内側から近付けるか

外側から近付けるかによって、つかむ線が変わり、

誤差のある寸法が表示されてしまいますので、ご注意ください。

たとえば、吊戸棚下面からカウンター上面までの寸法の場合、

吊戸棚の下から近付けると正しく採寸できます。

隣接するキャビネットに挟まれたキャビネットの幅寸法の場合なら

目的のキャビネットを一時的に 上か下に少しずらしておいて、　

左右の外側からマウスを近付けて採寸し、キャビネットを元の位置に戻します。 

4) 寸法矢印の切り替え

寸法矢印を切り替えるには、

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定]　⇒　[全般的な設定] を選択し、

右上の　[寸法矢印　矢印種類の選択] で　▼　をクリックして、

「斜線」 または 「矢印」 または 「ドット」 を選択して [OK] をクリックします。

斜線

矢印

ドット (点)

そのすぐ下にある [自動寸法　□長い寸法補助線]

では、チェック有無で寸法補助線の長さを切り替えます。

チェックあり チェックなし (初期値)

ユーザー寸法の　寸法補助線　を短く表示するには、

寸法の上で右クリックして、

[寸法補助線(左)の伸縮] と

[寸法補助線(右)の伸縮] で、それぞれドラッグして短くします。

(左)、(右) は、図面状況により逆転することがありますが、

左右は気にせずに 2つとも伸縮してください。

寸法の位置を揃えるときのコツ

連続する寸法を一直線上にきれいに揃えたいときなどに

寸法を移動しようとしても、カクカクした動きをする場合は、

[グリッド線にスナップ] ボタンをクリックして、

押し込まれていない状態にしてください。

(吊戸棚下面からカウンター上面までの寸法)

吊戸棚の外側(下) から

マウスを近づけた場合 (正しく採寸)

(同左)

吊戸棚の内側(上) から

マウスを近づけた場合 (誤差発生)
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[マルチ寸法] の使い方

マルチ寸法は、平行なラインを順にクリックしていくことで

複数のキャビネットなどの寸法を一度に採寸できます。

[マルチ寸法] は、

kitファイルを保存して、開いたときに寸法が乱れる不具合が未解決です。

問題が解決するまで使用はお控えください。

または、先に図面を印刷してください。(不具合発生時には採寸し直してください)

たとえば、右のようなプランで

自動寸法で表示される寸法ではなく、

任意の寸法を採寸して表示したい場合

まず

立面図の [表示設定] で 自動寸法を　オフにします。

立面図の何もないところで右クリックして [表示設定]

[寸法] タブ　で　[自動寸法] のチェックを外す (2回クリックする) と 

オフ になります。

常に 自動寸法 を表示したくなければ、この状態で

右下の [名前を付けて保存] で自動寸法なし用の表示設定を

保存し、それを初期設定にすることもできます。

詳しくは、6-4. 表示設定　⇒　2) [寸法] タブ　参照

また、目的のラインをクリックするとき、スムーズに目的の

ラインをつかめるように

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定]  ⇒　[作図エリア]  ⇒  

[立面図に3Dシェィプを表示]  のチェックを外して

キャビネット等が輪郭線のみで表示された状態にしておきます。

　(採寸後に再チェック)

自動寸法が非表示になりキャビネット等が

輪郭線のみで表示された状態
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[寸法やメモ] タブ　⇒　[マルチ寸法] をクリックします。

たとえば、各吊戸棚やレンジフードの幅を表示するには

左端の吊戸棚の左のライン上にマウスを合わせると

ラインは緑色で表示され、クリックすると確定します。

並行するラインを順次クリックしていき、最後に右端の

ライン上でクリック後、[Enter] キーか右クリックで

確定します。

すると各寸法が仮の位置に表示されるので

そのままマウスを任意の位置にスライドすると

そこに寸法が一直線に表示されます。

各吊戸棚やレンジフードの幅が表示された状態

同様にして、各ベースキャビネットの幅や

吊戸棚、カウンター、ベースキャビネットなどの高さを

マルチ寸法で採寸します。

右の例では、壁の高さ、バックガードの高さ、巾木の高さ　は、

[線から線の寸法] で採寸しています。

高さ寸法の数字が左側を上向きに表示するには、

上から下へ各ラインをクリックしていきます。

(ただし、バックガードのみ下から上へ)

最後に

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定]  ⇒　[作図エリア]  ⇒  

[立面図に3Dシェィプを表示]  のチェックを入れて

通常表示(框などが表示された) 状態に戻します。

マルチ寸法
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5) 水平モード / 通常モード

寸法(数字)の向きを変更できます。

初期値は、通常モードです。　

水平モードの場合は、[寸法やメモ] タブの ラベルリボンで切り替えてください。 水平モード 通常モード

例) 　平面図　水平モード 平面図　通常モード

例) 　立面図　水平モード 立面図　通常モード

通常モードのとき、右向きの寸法を左向きにするには

いったん、その寸法を削除し、[線から線の寸法] または、[点から線の寸法] で

始点と終点を逆にして採寸してください。
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6-2.  メモや図形の追加

メモ (注釈) や 図形 (丸や三角等) を図面上に追加できます。

1) メモの追加

メモを追加するには、[寸法やメモ] タブ より

①　[メモ追加] ボタンをクリックします。

平面図でも、立面図でも、

メモを表示したい位置にマウスをドラッグし始めると、

②　メモ用の枠が現れますので、任意の位置までドラッグ

してクリックします。

③　[メモの追加/編集] 画面で、

内容を入力して [OK] をクリックします。

④　メモ　が追加されます。

ライン を追加するには

⑤　[ライン] ボタンをクリックして

任意の始点と終点でクリックすると

⑥　ライン　が追加されます。

入力済みのメモを編集(変更) するには

メモ　の上でダブルクリックします。

(または、メモの上で左クリック　⇒　右クリックして [編集])

内容を編集(変更) して [OK] をクリックします。

入力済みのメモのフォントを変更するには

メモの上で左クリック　⇒　右クリックして

メニューより [表示設定] をクリックします。

[フォント] をクリックし、

フォントの書体、サイズ、色などを変更して

[OK] をクリックします。

上記は、個々のメモ　のフォント変更方法です。

すべてのメモ　のフォントを変更するには、

立面図、平面図のそれぞれ何もないところで右クリックして

[表示設定] の [アイテム] タブ

⇒　[全般] ⇒ [図面関連] ⇒ [メモ] で設定します。

6-4. 表示設定  ⇒　1) [アイテム] タブ　参照

メモ追加

①

②

③

④

ライン

⑤

⑥
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2)  メモの保存と再利用

よく使うメモは、毎回入力するのではなく、保存したものをコピーして再利用すると効率的です。

以下は推奨する方法です。

テキストファイルによく使うメモ内容を登録しておきます。

テキストファイルとは、Windows の 「メモ帳」などで編集できる

文字情報だけのPC負荷の軽いファイルです。

「メモ帳」の開き方

Windows の　[スタート] ボタン　⇒　Windows アクセサリ　⇒  メモ帳　・・・ Windows 10

Windows の　[スタート] ボタン　⇒　すべてのプログラム　⇒　アクセサリ　⇒  メモ帳　・・・ Windows 7

「メモ帳」でなくても　テキストエディタなら何でもOKです。

メモ内容を登録したら、デスクトップ上などに　

メモの追加用.txt などの名前で保存します。　

2020デザインで図面作成中には、このテキストファイルも開いて

(タスクバーに最小化しておき)、必要な文字列をコピーして、

[メモの追加/編集] 画面で、右クリックで、 [貼り付け] して

[OK] をクリックします。
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3) 図形の追加

円や長方形などの図形を図面上に追加できます。

・　立面図に追加した図形は立面図のみに反映します。

・　平面図に追加した図形は、3Dオプションで立体化すると、立面図や3Dパースにも反映します。

([配置ゾーン] 内で作成した図形が立面図にも反映します)

図形を追加するには、[寸法やメモ] タブ より

①　任意の図形ボタンをクリックします。

マウスポインタが 「＋」 になります。

・　立面図に [円] を追加する例

　 立面図の任意の位置でクリックして、マウスを

スライドさせると、[配置ボックス] の [半径] の値が変化

します。ここに半径を上書きして [Enter] キーを押します。

(奥行のない図形のため、平面図や3Dパースには反映しません)

・　平面図に [楕円] を追加する例

平面図の任意の位置でクリックして、マウスを

スライドさせると、[配置ボックス] の [半径X] の値と

[半径Y] の値が変化します。

ここに半径を上書きして [Enter] キーを押します。

([半径Y] に移動するには [Tab] キー)

②　3D (円の場合なら円柱) にするには、

図形の上で右クリックして、[3D 作成] をクリックします。

[カウンタートップ] 画面が表示されたら

③-A　右上の　▼　をクリックして、JP_KIKI カタログを選択し、

③-B　USERSHAPE ユーザーシェイプ をクリックして

③-C　左下の　[配置] をクリックします。

図形によっては、JP_KIKI の USERSHAPEが選択できません。

選択可能な カタログの中で表示されるアイテムを

使ってください。

④　配置した図形の上で右クリックして、[属性] をクリックします。

①

②

④

③-A

③-B

③-C
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⑤　[変数] タブで　[高さ] や [色] を変更し [OK] をクリックします。

[配置ゾーン] (平面図の壁手前の点線内)

に入っていれば、立面図にも反映します。

平面図での図形は、床上に配置されます。

図形を右クリックして、[回転] や [上下] もできます。

(右例では、[上下] でカウンター上に持ち上げています)

3D作成する図形は形が閉じている必要があります。

([楕円弧] や [円弧] は 3Dになりません)

[スプライン] ボタンの場合、

最初の始点でクリックします。

連続するラインの各終点でクリックを繰り返し、

最後のラインの終点で右クリックします。

3D にするには最初の始点と最後の終点を重ねて

閉じた形にします。

⑤
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6-3.  施工図 (シンボル)

施工マーク (シンボル) を配置して、施工図を作成するには、カタログを　SYMBOL に切り替えます。

カタログの切り替え方は、 3-3. カタログの選択　参照

1) 施工図用の [表示設定]

施工マークとその寸法が表示されるために

下記のようにして、[表示設定] を変更しておきます。

[表示設定] の詳細については　6-4. 表示設定　参照

立面図の何もないところで右クリックして　[表示設定] をクリックし、

[アイテム] タブで　[全般]　⇒　[図面関連]　⇒　[シンボル]

にチェック

項目にチェックがあれば、その項目を表示するという意味です。

[寸法] タブで　[自動寸法]　⇒　[全般]　⇒　[図面関連]

⇒　[シンボル]　にチェックし、右の窓の [利用できる寸法] で

表示したい寸法の箇所にチェック

毎回、この設定を施工図のときに利用したい場合は、

右下の [名前を付けて保存] で任意の名前で保存しておき

左下の [現在の表示設定パターン] で呼び出します。

平面図も上記と同じように設定しますが、

平面図の左端の [平面図] タブは、初期値で

施工図が表示されます。

[現在の表示設定パターン] の呼び出し方法

◆  立面図の場合  

立面図の何もないところで右クリックして　[表示設定] をクリックし

左下の [現在の表示設定パターン] で

任意のパターンを選択します。

右例では、04) 2020J立面(施工図)　を選択しています。

C:\ProgramData\2020\Design\12\Config
(V11では、C:\ProgramData\20-20 Technologies\Config)

このフォルダが表示設定や図面用ロゴの登録場所です。

独自の表示設定や図面用ロゴを作成される場合は、

それらを別の場所(外付けハードディスクなど) にコピーしてください。

(システム障害や 2020の改訂時に消えないように)

なお、Windows10 搭載のPCの初期状態では、ProgramData 等の

フォルダは 「隠しファイル」 になっているため表示されません。

[エクスプローラ] で任意のフォルダを開き、[表示] タブで

□ ファイル名拡張子

□ 隠しファイル

　の 2ケ所にチェックを入れてください。

ご不明の場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
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2) 立面図施工マークの配置

作業しやすいよう、立面図エリアを拡大しておきます。

拡大方法は、3-5. 平面図と立面図　の  2) ～ 4) 参照

給湯配置 HOT  の例

SYMBOL カタログ より

立面用施工マーク

配管・給湯・給水・ガス

を順にダブルクリックします (階層をたどります)。

HOT を立面図のシンクキャビネット上にドラッグします。

(まだクリックはしません)

今回は、HOT を

壁左から 　 350mm

床から 300mm

の位置に配置してみます。

ドラッグすると、[配置ボックス] は、[座標] タブに自動的に

切り替わります。 [壁左] の値　に 350 と入力し、

[Enter] キーを押します。

壁右から 350 の位置に配置する場合は、

[Tab] キーを押して [壁右] に移動し 350 と入力し、

[Enter] キーを押します。

壁左から 350mm の位置に　給湯マーク HOT が

配置されます。　(高さは仮配置の状態)

右例では、仮位置の高さ寸法が 255 で逆向き(右が上) に

表示されていますが、マウスで寸法を押し込んで左側に

ドラッグすると本来の向きになります。

この後、給湯マーク HOT の高さを [上下] で変更しますが

寸法が邪魔して HOT をつかみづらくならないためにも

先に寸法を移動することをお薦めします。

給湯マーク HOT の上で右クリックして [上下] をクリックします。
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[Tab] キーで [下] に移動して

[下] の値 に 300 と入力し、

[Enter] キーを押します。

給湯マーク　HOT が

壁左から 　 350mm

床から 300mm

の位置に配置されたところ

給水配置 COLD　や

ガス配置 GAS  等も同様にして配置します。

寸法を任意の位置に移動したり

不要な寸法を削除したり

必要に応じて メモを追加したりします。

寸法の加工は、6-1. 寸法の加工　参照

メモの追加は、6-2. メモや図形の追加　参照

また、平面図に　施工図の不要な寸法が出ている

場合は削除します。

完成例

平面図施工マークの場合

平面図用の施工マークも配置方法は、立面図用と基本的に同じです。

SYMBOL カタログより

平面図用施工マーク　を選択し、目的の施工マークを

平面図上に配置してください。

立面図のときの [上下] の操作は、平面図では [前後移動] になります。
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3) 立面図識別表示の配置

◆  DWM1 (一方向) の例  

SYMBOL カタログ より

平面用施工マーク

立面図識別表示

を順にダブルクリックします (階層をたどります)。

DWM4 は　記号(A ～ H) を 4ヶ所(4方向)

DWM3 は　記号(A ～ H) を 3ヶ所(3方向)

DWM2 は　記号(A ～ H) を 2ヶ所(2方向)

DWM1 は　記号(A ～ H) を 1ヶ所(1方向)

それぞれ表示するものです。

DWM1 を キッチン正面にドラッグ&ドロップします。

配置された DWM1 を右クリックして、[属性] をクリックします。

[変数] タブで

①　[Hinge] で　立面図識別表示マークの向き(方角)を選択します。

今回は、北　を選択します。

北 は、画面の「上」側 を記号が向くとき

南 は、画面の「下」側

東 は、画面の「右」側 〃

西 は、画面の「左」側 〃

〃

②　①で選択した向きに 記号(Ａ ～ Ｈ) を割り当てます。

今回は、北　に　Ａ

③　[幅] に立面図識別表示マークの大きさを設定します。

今回は、180

DWM1 を キッチン左側と右側にもドラッグ&ドロップします。

上記と同様にして今回は、

キッチン左側には 記号 Ｂ を

キッチン右側には 記号 Ｃ を　　それぞれ割り当てることにします。

DWM1 を　3つの場所に配置したところ

(正面 : Ａ   　左側面 : Ｂ　　右側面 : Ｃ)

立面図識別表示マーク も一つのアイテムとして

右例のように、レンダリング上にも表示されてしまいます。

これを非表示にするには、各マークの上で右クリックして

[上下] で　-10 などにしてください。 (床下に潜らせる)

①

②

③
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◆  DWM3 (3方向) の例  

SYMBOL カタログ より

平面用施工マーク

立面図識別表示

を順にダブルクリックします (階層をたどります)。

DWM3 を コの字キッチンの 中心あたりにドラッグ&ドロップします。

配置された DWM3 を右クリックして、[属性] をクリックします。

DWM3 は　記号(A ～ H) を 3ヶ所(3方向) 表示するものです。

[変数] タブで

①　[Hinge] で　立面図識別表示マークの向き(方角)を選択します。

今回は、東なし (画面の「右」側　に記号がない状態) を選択

②　①で選択した向きに 記号(Ａ ～ Ｈ) を割り当てます。

今回は、北　に　Ｂ

　西　に　Ａ

　南　に　Ｃ

③　[幅] に立面図識別表示マークの大きさを設定します。

今回は、200

DWM3 を　配置したところ

①

②

③
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6-4. 　表示設定

図面に表示するアイテム、寸法、品番、メモなどの表示方法は、[表示設定] で変更できます。

[表示設定] には、平面図用と 立面図用があり、別々に設定します。

平面図用の [表示設定] は、平面図エリアの

何もないところで右クリックして [表示設定] をクリックします。

立面図用の [表示設定] は、立面図エリアの

何もないところで右クリックして [表示設定] をクリックします。

アイテムを右クリックしたときも、メニューに [表示設定] 

があります。これはアイテムごとの表示設定です。

アイテムごとに塗りつぶしや輪郭線の色などを変更

したい場合に使います。

[表示設定] 画面　の左下の [現在の表示設定パターン] で、

複数の候補の中から最適な表示設定を選択できます。

立面図の例 :

01) 2020J立面図

02) 2020J立面(品番リスト) .

03) 2020J立面(品番)

04) 2020J立面(施工図)  等

どの表示設定を初期値にするかは、

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定] 　⇒  [初期設定パターン選択]

で、設定します。

[表示設定] には、6種類のタブがあり、それぞれのタブをクリックすると

項目ごとに、詳細に表示方法を設定(変更)できます。

以下は、平面図用の [表示設定] の例ですが、立面図用でも設定方法は同じです。

1) [アイテム] タブ

平面図エリア (立面図なら、立面図エリア) の

何もないところで右クリックして [表示設定] をクリックします。

[アイテム] タブでは、アイテムの種類ごとの表示設定をします。

右の例は、[アイテム] タブをクリックしたところですが、

[全般] と [住まいのアイテム] という大きなグループがあり、

それぞれ左の 「＋」 をクリックすると、そのサブグループが

展開表示されます。

サブグループにも、そのサブグループがあって、

それぞれ左の 「＋」 をクリックすると、そのサブグループが

展開表示されます。
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[アイテム] タブで、[住まいのアイテム] のサブグループを

展開表示したところ

各項目の左にチェックを入れると、その項目が図面に表示されます。

チェックを外すと、図面に表示されません。

アイテムの表示方法は、次のように設定します。

該当の項目の文字列をクリックします。(項目にはチェックありで)

すると、項目の文字列が反転表示されます。

①　右上の　[アイテム] ⇒ [ラベル] の [表示] にチェックを入れると、

そのアイテムの　品番を表示します。(アイテムに品番がある場合)

②　その下の [フォント] をクリックすると、その品番のフォントを

変更できます。　(書体、文字の色やサイズなど)

たとえば、図面に文言を追加する場合の　[メモ] は、

[全般] ⇒ [図面関連] ⇒ [メモ] の文字列をクリックして変更します。

③　その下の [色] ⇒ [輪郭] の カラーパターン をクリックすると、

そのアイテムの輪郭線の色を変更できます。

④　その右にある [点線] をクリックすると、輪郭線を点線で表示します。

[配置ゾーン] は、[点線] にチェックが入っているため

点線で表示する設定になっています。

⑤　その下にある [背景] は、アイテムの背面色を設定します。

[配置ゾーン] 外にアイテムを配置するとき、アイテムの向きを知らせます。

⑥　その下にある [塗りつぶし] は、アイテムの色を設定します。

通常は、白、または　透明　になっています。

変更した [表示設定] は、名前を付けて保存し、必要に応じて呼び出すことができます。

7) [表示設定] の保存と呼び出し　参照

[アイテム] タブ以外でも変更する場合は、すべての変更後に名前を付けて保存します。

2)  [寸法] タブ

[寸法] タブでは、寸法の表示設定をします。

[ユーザー寸法] と [自動寸法] があり、

自動寸法の左の 「＋」 をクリックすると、そのサブグループが

展開表示されます。

[ユーザー寸法] は、任意で追加する寸法です。

[自動寸法] は、自動的に表示される寸法です。

各項目の左にチェックを入れると、その寸法が図面に表示されます。

チェックを外すと、図面に表示されません。

アイテムの表示方法は、次のように設定します。

該当の項目の文字列をクリックします。(項目にはチェックありで)

すると、項目の文字列が反転表示されます。

①　右上の　[寸法] ⇒ [フォント] をクリックすると、

その寸法の数値のフォントを変更できます。(書体、文字の色やサイズなど)

②　その右の [ライン] では、

その寸法線の色や線種を変更できます。

③　その下の [利用できる寸法] では

項目の中から表示したい寸法の場所にチェックします(複数可)。

(項目によって、利用できる寸法の種類は異なります)

変更した [表示設定] は、名前を付けて保存し、必要に応じて呼び出すことができます。

7) [表示設定] の保存と呼び出し　参照

[寸法] タブ以外でも変更する場合は、すべての変更後に名前を付けて保存します。

①
②

③

④

⑤

⑥

2

① ②

③
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3)  [作図エリア] タブ

[作図エリア] タブでは、グリッド や 寸法単位 の表示設定をします。

グリッド とは、背景のマス目のことです。

寸法表示単位 では、メートル法 と インチ法 を切り替えます。

①　[グリッド(マス目)表示] にチェックすると マス目を表示します。

②　[グリッドスペース] は、マス目の一辺の長さを設定します。

 (下の ⑧　で インチ法にすると自動的にインチ法で表示されます)

③　[グリッドの色] は、マス目の線の色を設定します。

④　[背景色] は、マス目の背景色を設定します。

⑤　[グリッドの原点の表示] にチェックすると

グリッド(マス目)の原点を点で表示します (通常はチェック不要)。

⑥　[カメラを表示] にチェックすると

平面図上にレンダリング用のカメラを表示しますが、

マウス操作のほうが断然効率的なため、非表示をお薦めします。

カメラは、メイン画面右下のカメラのアイコンをクリックしても表示されます。

使い方は、5-6. カメラ の使い方　参照

⑦　[スナップ間隔] は、[グリッド線にスナップ] 機能が有効に

なっているとき、配置するアイテムが、マス目にどの間隔で

スナップ(吸着)するかを設定します。　[グリッド線にスナップ] 機能は、

[グリッド線にスナップ] ボタンを押し込んでいるときに有効です。

 (下の ⑧　で インチ法にすると自動的にインチ法で表示されます)

アイテムを配置しようとすると、カクカクした動き(150ミリ刻み) になります。

これが邪魔な場合は、[グリッド線にスナップ] ボタンをクリックして解除します。

⑧　[寸法表示単位] では、メートル法とインチ法を切り替えます。

変更した [表示設定] は、名前を付けて保存し、必要に応じて呼び出すことができます。

7) [表示設定] の保存と呼び出し　参照

[作図エリア] タブ以外でも変更する場合は、すべての変更後に名前を付けて保存します。

4) [警告パターン] タブ

[警告パターン] タブでは、アイテムの配置状況に何らかの問題が

ある場合に、警告表示するための設定をします。

それぞれの [表示] にチェックが入っていると、問題ありのとき、

設定した色で網掛け表示されます。

[表示] のチェックを外せば、問題ありでも網掛け表示されません。

①　[干渉するアイテムパターン] は、アイテムどうしが物理的に

ぶつかりあっている場合の警告です。

②　[ルール注意パターン] は、

NKBA (National Kitchen & Bath Association) などのルールに

抵触する場合の警告です。

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定]　で　[アシスタント機能設定]

を有効にしておく必要があります。 ④　[無効なアイテムパターン] は、アイテムに問題がある場合の警告です。

カタログが更新されて、アイテムの情報が古くなっている場合などに

③　[無効なセクションパターン] は、セクション(アイテムのグループ) 警告します。　この場合は、[表示] のチェックを外すのではなく、

に問題がある場合の警告です。 [アイテム] タブ　⇒  [アイテム切替] をお薦めします。

カウンターに適切なカットが入っていない場合などに警告します。 3-7. ファイルのオープン(開く)　⇒　5) アイテム切替　参照

変更した [表示設定] は、名前を付けて保存し、必要に応じて呼び出すことができます。

7) [表示設定] の保存と呼び出し　参照

[警告パターン] タブ以外でも変更する場合は、すべての変更後に名前を付けて保存します。

① ②
③
④

⑤
⑥

⑦

カメラの表示/非表示の切替

グリッド線にスナップ

⑧

①

②

③

④
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5) [非表示アイテム] タブ

[非表示アイテム] タブでは、非表示にした特定のアイテムを

一覧化したり、再表示したりするための設定をします。

(その前提として)

特定のアイテムを非表示にするには、

アイテムの上で右クリックして　(複数の品番が候補表示されたら

目的の品番を選択し)、[表示設定] をクリックします。

(この [表示設定] は、アイテムごとの表示設定です)

今回は、平面図上の ガスコンロ　を非表示にしてみます。

XXXXX の表示設定　画面　で　(XXXXX は、アイテムの品番)

[アイテム] タブの [アイテム] の [表示] に入っている

チェックを外して [OK] をクリックします。

ガスコンロが非表示になったところ

非表示にしたアイテムは、[元に戻す] ボタンでは

再表示されません。　そこで

平面図の何もないところで右クリックして、[表示設定] を

クリックし、[非表示アイテム] タブをクリックします。

すると、右例のように、非表示にしていたアイテムが一覧表示

されます。(例では、ガスコンロの1件だけ)

①　再表示したい品番をクリックして、

②　[表示] をクリックします。

③　アイテムが平面図上で確認のため 赤く表示されます。

④　よければ、[OK] をクリックします。

ガスコンロが再表示されたところ

①

②

③

④
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6) [品番リスト] タブ

[品番リスト] タブでは、配置したアイテムの品番を

図面上に一覧表示するための設定をします。

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定]  ⇒  [品番リスト] で

□ すべてのビューで同じアイテム番号を使用する

にチェックしておくと、アイテムを追加・削除しても

平面図や複数の立面図で同一番号をリアルタイムで

自動付番します。

日本の図面では、品番リストは通常、立面図に表示するので

立面図用の [表示設定] を変更してみます。

立面図エリアの何もないところで右クリックして、[表示設定]

をクリックします。

[品番リスト] タブをクリックします。

①　[ラベルの表示設定] は、

[自動品番リスト表示] にチェックします。

②　[カタログ] では、

すべてのカタログにチェックが入った状態で

一覧表示されます。ここでチェックを外すと

そのカタログの品番は、品番リストに表示されません。

③　[表示項目] は、

[品番] にチェックを入れます。

④　[カテゴリ] は、

「＋」をクリックして、アイテムの分類ごとに細かく、

品番リストに表示するか否かを チェックの有無で

選択できます。

品番リストを右上に表示したところ

番号がアイテムに重なって見にくいときは、

アイテムの上で右クリックして、[品番の移動] でずらします。

4-2. アイテムの移動  ⇒　2) 品番の移動　参照

品番リストを表示するには、

[表示設定] で 左下の [現在の表示設定パターン] より

02 2020J立面(品番リスト)

を選択しても OKです。

変更した [表示設定] は、名前を付けて保存し、必要に応じて呼び出すことができます。

7) [表示設定] の保存と呼び出し　参照

[品番リスト] タブ以外でも変更する場合は、すべての変更後に名前を付けて保存します。

①

②

③

④

品番リストは、ドラッグして任

意の位置に移動できます。
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7) [表示設定] の保存と呼び出し

設定(変更)した 表示設定 は保存しておくと次回以降も使えます。

設定(変更)が終了したら、[表示設定] 画面　で

[名前を付けて保存] をクリックします。

[名前を付けて保存] 画面　で、

[ファイル名] に任意の名前を付けて [保存] をクリックします。

右例は、A社品番リスト　という名前

[ファイルの種類] は、自動的に選択され

拡張子も自動的に付加されます。

拡張子 : .she は、立面図用

.shf  は、平面図用

.shc は、側面図用

独自の表示設定ファイルとして

C:\ProgramData\2020\Design\12\Config
(V11では、C:\ProgramData\20-20 Technologies\Config)

に保存されます。

次回以降、[表示設定] 画面　　左下の

[現在の表示設定パターン] の候補の中から呼び出せます。

どの表示設定を初期値にするかは、

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定] 　⇒  

[表示設定パターン選択]　で

[平面図]  [立面図]  [側面図] 等、それぞれのタブの

右横の ▼ をクリックして、目的の表示設定を選択します。

正しくは、複数ビュー : 
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6-5. 　単票印刷

単票印刷では、平面図、立面図、側面図などを

1枚の用紙に 1図面ずつ出力します。

1) 単票印刷の [ページ設定]

[ファイル] メニュー　⇒　[印刷]  ⇒　[ページ設定] をクリックします。

用紙サイズ、方向(縦/横)、余白、図面下の文言やロゴ 等を

[ページ設定] で設定します。

①　[用紙サイズ]

用紙サイズを選択します。

②　[方向]

[縦] または [横]　を選択します。

③　[余白]

余白をミリ単位で設定します。

④　[タイトルブロック]

タイトルブロツクの位置を設定します。

なし :  表示しない (タイトルブロックを表示せず、図面だけ表示)

シートの上端 : 図面上部に表示

シートの下端 : 図面下部に表示

タイトルブロックの文言は

C:\ProgramData\2020\Design\12\Config
(V11では、C:\ProgramData\20-20 Technologies\Config)

にあリ、内容を変更できます。

warndim.tx0 と warndes.tx0 をそれぞれ右クリックして

[編集] で　内容を変更します。

(Notepad (メモ帳)などのテキストエディタで開きます)

各行の文字数は 全角なら19文字まで

変更後、上書き保存で終了します。

上記のフォルダを 外付けハードディスクなどに

バックアップされることをお薦めします。

⑤　[シートの外枠]

外枠が不要な場合は、チェックを外します。

⑥　[テキストやロゴを含む]

タイトルブロック中央の テキスト または ロゴ を設定します。

なし :  テキストもロゴも表示しない

テキスト : テキストを表示

テキストにチェックすると、[編集] ボタンが有効になります。

[編集] ボタンをクリックして、テキストを編集します。

最大 5行、各行の文字数は 全角で 10文字まで

ロゴ : ロゴを表示

まず、下記のフォルダに JPEG形式等でロゴを保存しておきます。

C:\ProgramData\2020\Design\12\Config
　(注意) このロゴファイルは、正方形に収まるように加工(余白で調節) が必要です。

長方形のままでは、変形して表示されてしまいます。

ご不明でしたら　support2020@shellkit.co.jp　までお問合せください。 

次に、ロゴの右横の [ファイル : ] でそのロゴファイルを選択します。

①

②
③

④

⑤

⑥

タイトルブロツク

(青い点線内全体)

テキスト または

ロゴの位置
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2) [印刷プレビュー]　～　[印刷]

[ファイル] メニュー　⇒　[印刷]  ⇒　[印刷プレビュー] をクリックします。

縮尺、印刷モード、印刷範囲などを設定し

[印刷プレビュー] で確認して、 [印刷] します。

印刷プレビューの設定

①　[プリンター名]

プリンターを選択します。

②　[印刷縮尺]

[割合] を選択して、縮尺比率を設定します。

設定した値は、次回以降も初期値として適用されます。

[複数ビュー] での印刷縮尺も、ここで設定

した縮尺が初期値として適用されます。

もっともよく使う縮尺をここに設定しておく

ことをお薦めします。

③　[印刷モード]

[作図エリア]　を選択します。 V11以降では、[作図エリア] でも立面図の框や取手を表現します。

立面図で コンロの前面 や ガラス吊戸棚内の棚なども表示するには、[陰線] を選択し、

[陰線] 選択時にその下に表示される [印刷品質] で [高解像度] をクリックします。

側面図と平面図では、[作図エリア] 以外のモードは、極力選択しないでください。

(側面図と平面図では、日本の品質にそぐわない点があります)

④　[印刷範囲]

下記のいずれかをプレビューして印刷できます。

[作成したビューのすべて]

[平面図] タブと、作成したすべての立面図タブ

[現在の作業エリア]

現在、画面上に図面を表示しているタブのみ

[選択]

[選択] の右にある四角いボタン　　　　   をクリックして印刷するタブをチェック

右の例では、[立面1]　[左側面]  [右側面]  [平面図] を選択したところ

① ～ ④ 設定後、右下の [OK] をクリックすると

プレビュー (印刷イメージ) が表示されます。

次ページに　サンプルあり

①
②

③

④
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印刷プレビューのサンプル　(20分の1 縮尺 　A4用紙横向き)

このサンプルの [印刷モード] は、

側面図と平面図が [作図エリア] で、

立面1 のみ [陰線] でプレビューしています。

印刷は

ここをクリック

次のページ ⇔ 前のページ

印刷プレビューを

閉じる

縮尺はここでも

変更可能
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6-6. 　複数ビュー (プレゼンボード)

単票印刷では、1枚の用紙に 1枚の図面単位で 作成・印刷する方法ですが、

複数ビューでは、1枚の用紙に 1枚 ～ 複数の図面やレンダリング、写真、表データなどを自由なレイアウトで作成・印刷できます。

また、複数ビューを利用して プレゼンボードを柔軟かつ効率的に作成できます。

複数ビューは、PDF変換ソフトで変換して、エンドユーザー様やお取引先に PDFファイルとして送信できます。

サンプル　・・・　テンプレート　「A3横4分割-1.dvt」 を加工して作成

PDF 出力例 　

ロゴや文言やレイアウトは自由に変更できます
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1) 複数ビューの開始

[複数ビュー] ボタンをクリックします。

(または、[プレゼンテーション] タブ　⇒　[複数ビュー])

2) [デザイン] と [複数ビュー] の画面切替

右例のように

[クイックアクセスツールバー] の 2つのボタンでの

切り替えが最短です。

この2つのボタンで、[デザイン] と [複数ビュー] の画面を切り替えます。

[複数ビュー] 表示中は、左の [アイテムリスト] ボタンが [デザインの表示] に

右の [複数ビュー] が [アイテムリスト] に自動変化しています。

([アイテムリストとは、アイテムの一覧)

3) テンプレートの選択

[複数ビュー・テンプレートの選択] 画面で

任意のテンプレート(ひな形) を選択します。

どれか選択すると、フレーム(枠) のイメージが右に表示されます。

各フレームに図面やレンダリング等を取り込むことになります。

目的のテンプレートが見つかったら、[OK] をクリックします。

見つからないときは、近いイメージのテンプレートを選択

して、後で加工します。

今回は、A3横4分割-1.dvt を選択します。

4) 複数ビューの [ページ設定]

[複数ビュー] の [ページ設定] は、[単票印刷] でのそれとは別に設定します。

[複数ビュー] を開いた状態で、

[ファイル] メニュー　⇒　[印刷]  ⇒　[ページ設定] をクリックします。

用紙サイズ、方向(縦/横) 等を下記のように設定します。

①　[用紙サイズ]

用紙サイズを選択します。　A3 を推奨

②　[方向]

[縦] または [横]　を選択します。　横 を推奨

③　[余白]

余白をミリ単位で設定します。

④　[タイトルブロック]

タイトルブロツクの位置を設定します。  なし を推奨

なし :  表示しない (タイトルブロックを表示せず、図面だけ表示)

⑤　[シートの外枠]

外枠が不要な場合は、チェックを外します。

[複数ビュー]

[デザインの表示]

①

②
③

④

⑤
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選択したテンプレートと [ページ設定] で設定した

用紙サイズや方向が合っていれば、右のように表示されます。

選択したテンプレートと [ページ設定] で設定した

用紙サイズや方向が合っていなければ、右のように表示されます。

テンプレートの用紙サイズが A3 のとき (A3横4分割-1.dvt 等)

[ページ設定] で　A4  横　を選択すると、

右例のように、複数ビューレイアウトに対して

用紙(白紙部分) が小さく(A4サイズ) で表示されてしまい、

複数ビューが正常に作成できません。

間違って、右例のようになってしまった場合は、

[複数ビュー] を開いた状態で、

[ファイル] メニュー　⇒　[印刷]  ⇒　[ページ設定] をクリックして

[用紙サイズ] 等を選択し直してください。

利用できる実際のプリンタが　A3に対応していなくても

A3のテンプレートを選択すれば、A3 レイアウトで

複数ビューを作成できます。 印刷すると A4に縮小されますが

PDF変換ソフトを介すると A3のまま出力できます。

12) 複数ビューのPDF変換　参照

5) フレームの加工

フレームの加工とは、テンプレートの (レイアウト)フレームを

伸縮、移動、削除したり、新たなフレームを追加することです。

テンプレートをそのまま使うときは、フレームの加工は不要のため

7) データの取り込み　に進んでください。

[複数ビュー] 画面では、[元に戻す] ボタンと [やり直し] ボタン

は無効ですので、ご注意ください。

処理が間違った場合は、手動で、元に戻したりやり直したり

してください。

フレームの解除

[複数ビュー] の任意のフレームをクリックしたとき、

右例のように、フレームの端に　緑色のドットが表示される場合は、

フレームがすでに解除されています。

(緑色のドット　・・・　フレーム解除済み・加工可能)

青色のドットが表示される場合は、フレームが誤って崩れない

ように固定されています。

(青色のドット　・・・　フレーム固定中・加工不可)

フレームを解除するには、

[フレームのロック/アンロック] ボタン

をクリックして、フレームを解除します。(ドットが緑色になります)

[フレームのロック/アンロック]
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今回は、A3横4分割-1.dvt テンプレート　を加工し、

次例のような　5分割のレイアウトフレームを作成してみます。

a 変更なし c 変更なし

b 変更なし d 幅を半分にする (左側面図を取り込むため) 

新規 e ここにフレームを追加する (右側面図を取り込むため)

フレームの伸縮

伸縮したいフレーム内でクリックします。

フレームの端のドットが　緑色なら加工できます。

(青色なら解除します。 前ページ フレームの解除　参照)

伸縮したい辺の真ん中のドットをマウスでつまんで、

伸縮したい方向にドラッグするとフレームが伸縮します。

今回は、d (右下のフレーム) で、右辺の真ん中のドットをつまんで
フレームの幅半分の位置まで左方向にドラッグして離します。

(真ん中ではなく、四隅のドットなら、縦横の辺が一緒に伸縮します)

フレームの追加

フレームを追加するには、一番右の

[フレーム追加] ボタンをクリックして、

追加したい場所の 始点でクリックし、終点まで

対角線上(必ず左上から右下) にマウスをドラッグして、クリックします。

※ 左上から右下以外では、フレームの伸縮ができなくなります

フレームの移動

フレームを移動するには、(右例では移動していませんが)

フレーム内で、マウスの左ボタンを押し込んだまま

任意の場所にドラッグすると、フレームごと移動します。

フレームの削除

フレームを削除するには、(右例では削除していませんが)

フレーム内で、右クリックし、[削除] をクリックします。

(または、フレームをクリックして、[Delete] キー)

フレーム操作時の [グリッド線にスナップ]

フレーム操作(伸縮、追加、移動など)時に、

フレームがカクカクした動きをする場合は、

[グリッド線にスナップ] ボタンをクリックしてください。

(取り込んだデータを微妙な位置に揃えるときにも有効です)

[デザイン] の画面に戻ったときに、アイテムの移動などで

カクカクした動きをする場合は、再度、このボタンをクリックしてください。

a

b

c

d
a

b

c

d 新規 e

[フレーム追加]

[グリッド線にスナップ]
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フレームの固定

フレームの加工が終了したら、

[フレームのロック/アンロック] ボタンをクリックして、

フレームを固定します。(ドットが青色になります)

固定することにより、誤ってフレームが崩れなくなります。

6) ユーザーテンプレートの保存

加工したフレームを独自のテンプレートとして保存するには、

背景(グレーの部分) で右クリックして

[ユーザーテンプレートの保存] をクリックします。

重要

ユーザーテンプレートは、必ず、データを取り込む前に

保存してください。 (フレーム内が空の状態で保存)

[ファイル名] に任意の名前を入力します。

*.dvt に上書きして、[OK] をクリックします。

拡張子の .dvt は自動的に付きます。

新テンプレートとして一覧に追加され、次回から

選択可能になります。

複数ビューのテンプレートは、

C:\ProgramData\2020\Design\12\Clipart\Drawing Layout Template

(V11では、C:\ProgramData\20-20 Technologies\Clipart\Drawing Layout Template)

というフォルダに保存されます。

このフォルダを 外付けハードディスクなどにバックアップされることをお薦めします。

[フレームのロック/アンロック]

グレー部分で右クリックして

[ユーザーテンプレートの保存] 

をクリック
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7)  データの取り込み

各フレームを右クリックして、図面などを取り込みます。

今回は、次のようなレイアウトで取り込んでみます。

a 平面図　1 : 30

b 立面図　1 : 30

c レンダリング

d 左側面図　1 : 30

新規e 右側面図　1 : 30

7)-1 図面の取り込み

平面図、立面図、側面図などを取り込むには、

目的のフレーム内で右クリックして

[平面図/立面図] をクリックします。

a (左上のフレーム) に　平面図　1 : 30 の例

左上のフレーム内で右クリックして、

[平面図/立面図] をクリックします。

①　[ビューの選択]

右横の　▼　をクリックして

「平面図」　を選択します。

②　[印刷モード]

右横の　▼　をクリックして

「作図エリア」　を選択します。

③　[縮尺印刷]

縮尺を選択して、

30 　と入力します。

縮尺の初期値は、単票印刷の

[印刷プレビューの設定] で設定した　[印刷縮尺] の値が引き継がれます。

6-5. 単票印刷　⇒　2) [印刷プレビュー]　～　[印刷]  ⇒　②　[印刷縮尺]　参照

縮尺の値がインチで表示される場合は

いったん、閉じて、上記 6-5. 単票の印刷縮尺を再設定してください。

④　[OK] をクリックします。

左上のフレームに

平面図を　 1 : 30 で取り込んだところ

a

b

c

d 新規 e

①

②

③

④
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b (左下のフレーム) に　立面図　1 : 30 の例

左下のフレーム内で右クリックして、

[平面図/立面図] をクリックします。

①　[ビューの選択]

右横の　▼　をクリックして

「立面1」　を選択します。

以下同じ

同様にして

d 左側面図　1 : 30

新規e 右側面図　1 : 30

を それぞれフレームに取り込みます。
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取り込んだデータの移動

取り込んだデータはドラッグして移動できます。

[イメージの移動] を選択し、左ボタンは離したまま

マウスを滑らせてください。

また、データの移動時に、カクカクした動きをする場合は

右下の [グリッド線にスナップ] ボタンをクリックします。

フレームが解除されたまま(ドットが緑色)では

フレームごと移動してしまいます。

ドットが緑色のときは、[フレームのロック/アンロック]

で必ずフレームを固定(ドットが青色)しておきます。

取り込んだデータの消去(クリア)

取り込んだデータを消すには、

そのフレーム内で右クリックして

[イメージのクリア] をクリックします。

[イメージのクリア] の 3つ下にある [削除] は

通常は使わないでください。　この [削除] は、

フレームごとデータを削除してしまうことです。

間違ってフレームごと削除してしまった場合は、

フレームを追加し直してください。

(フレームが固定されていても [削除] は有効なため ご注意ください)

取り込んだデータの更新

複数ビューの作業中に図面の変更等で、いったん

デザインの画面に戻るときは、

[デザインの表示] ボタンをクリックします。

デザインの画面で図面の変更等が終わって、再び

複数ビューに戻ってきたとき、変更した図面を複数ビューに

反映させるには、そのフレーム内で右クリックして、

[イメージの更新] をクリックします。

または、[ビュー] タブの [更新] ボタン

ならすべてのフレームが更新されます。

そ

[デザインの表示]

[更新]

[グリッド線にスナップ]
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7)-2 レンダリングの取り込み

レンダリングは、高品質レンダリング画面で

[ファイル] メニュー　⇒　[名前を付けて保存] 

 ⇒  [イメージ] で JPEG画像として保存できます。

または、[コピー] ボタンでクリップボードにコピー

しておくこともできます。

JPEG画像を読み込む方法 

保存済みの JPEG画像を取り込むには、

目的のフレーム内で右クリックして

[イメージの読み込み] をクリックします。

デスクトップに保存した JPEG画像の例

C:\Users\ユーザー名\Desktop

ディレクトリを　順次ダブルクリックして

保存場所が開いたら目的のJPEGファイルを選択し、

目的の　JPEGファイルを選択し、

[OK] をクリックします。

なお、特定のPCの現象かもしれませんが

Windows 10 PCで、JPEG画像の保存場所が

表示されなかったり、JPEG画像が表示されない

現象があります。(時間を空けて再試行すると表示される)

その場合は、次の クリップボードより貼り付ける方法

をお使いください。

レンダリングや写真を取り込んだ結果、

フレーム(点線) の一部が消えてしまったときは、

そのフレーム内で右クリックして、

[最背面に移動] をクリックします。

フレーム(点線)が消えていると、

フレーム枠線も印刷したいときに

その部分だけ線が印刷されません。

[コピー]
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クリップボードより貼り付ける方法

レンダリングの取り込みは、この方法をお薦めします。

クリップボードとは、Windows上で、コピーしたデータを

一時的に保存している場所のことです。

高品質レンダリング の画面で

[コピー] ボタンをクリックします。

または、

[範囲コピー] ボタンをクリックして、範囲を対角線上に囲むと

レンダリングが クリップボードにコピーされます。

目的のフレーム内で右クリックして

[クリップボードより貼り付け] をクリックします。

[コピー] [範囲コピー]

[範囲コピー] 例
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7)-3 EXCELデータ等の取り込み

EXCEL等で作成しておいた 商品の仕様一覧や

図面下のフォーマット等を 複数ビューに取り込めます。

まず、表データなどがある EXCEL等を開いて、

複数ビューに取り込みたい範囲をコピーします。

(クリップボードにコピーされます)

クリップボードのデータを取り込むには、

目的のフレーム内で右クリックして

[クリップボードより貼り付け] をクリックします。

一番下の(細長い)フレームで

[クリップボードより貼り付け] をクリックするところ

一番下の(細長い)フレームに EXCELデータが

取り込まれたところ

この EXCELデータのファイル名は、

複数ビュー図面下フォーマットV12.xlsx です。

標準的な図面下のフォーマットとして

C:\ProgramData\2020\Design\12\Config

にあり、このファイルを開くと、使い方の説明があります。

デスクトップにコピーしてご利用ください。

まず、EXCEL上で、目的の

範囲を右クリックして [コピー]
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8) メモや図形の追加

複数ビューにも、メモや図形を追加できます。

メモを追加するには、

[複数ビュー] を開いた状態で、[寸法やメモ] タブをクリックし

[メモ追加] ボタンをクリックして

メモを追加したい場所に メモ用の枠をドラッグ

して入力します。　

使い方は、デザイン画面での メモの追加 と同じです。

6-2.  メモや図形の追加　⇒　1) メモの追加　参照

図形を追加するには、

[複数ビュー] を開いた状態で、[寸法やメモ] タブをクリックし

任意の 図形ボタンをクリックし

図形を追加したい場所でクリックして追加します。

または、 [複数ビュー] の画面で上部に表示される

図形ボタンでも同様に追加できます。

[メモ追加]

左側面図 (B) などの

メモを追加した例
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9) フレーム枠線の追加

薄い点線で表示されているフレームの線は、

そのままでは印刷されません。

フレームの線も印刷するには、

背景(グレーの部分) で右クリックして

[イメージフレームにアウトラインを追加]

をクリックします。

10) 複数ビューの追加と削除

複数ビューは、1つのデザイン (kitファイル) で、いくつでも作成できます。

([複数ビュー] 画面の左下に　新規タブ が追加されていきます)

レイアウトが1枚では足りない提案におすすめです。

それぞれ違うテンプレートを選択することもできます。

新たな複数ビューを追加するには、

背景(グレーの部分) で右クリックして

[新規タブの作成] をクリックします。

逆に、現在開いている複数ビューを消すには、

背景(グレーの部分) で右クリックして

[現行タブの削除] をクリックします。

グレー部分で右クリックして

[イメージフレームにアウトラインを追加] 

をクリック
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11) 複数ビューの印刷

［複数ビュー］ を印刷するには、

［複数ビュー］ を開いた画面で

[ファイル] メニュー　⇒　[印刷]  ⇒　[印刷] をクリックします。

12)  複数ビューのPDF変換

PCに PDF変換ソフトがインストールされて

いれば、複数ビューを PDFに変換できます。

複数ビューが完成したら、

[ファイル] メニュー　⇒　[印刷] をクリックします。

[印刷] 画面で、[プリンタ名] が

初期設定のプリンタで固定されていて

PDF変換ソフトが選択できない場合は、

右下の [それぞれのビューのプリンタ設定を保存]

のチェックを外します。

警告メッセージには、[OK] をクリックします。

[プリンタ名] の右横の ▼ をクリックして

PDF変換ソフトを選択します。

その右にある [プリンタ設定] をクリックします。

PDF変換ソフト　のプロパティ　(右例では Adobe PDF)

で、用紙サイズ (A3等)、印刷の向き (横等) を

設定して [OK] をクリックします。

フリーでダウンロードできる PDF変換ソフトでは

図面のラインが部分欠落する事例があります。

Adobe PDF (ACROBAT) を推奨します。

Adobe PDF (ACROBAT) は操作性、画質とも

優れています。

[印刷] 画面に戻ったら [OK] をクリックすると

PDFが作成されます。　(次ページに出力例)

PDF変換ソフトが選択

できない場合は

このチェックを外します
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PDF 出力例
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7-1. 壁の応用

1) [Ｌ型壁] ボタンなどの使い方

壁を作成するには、3-2. 壁の作成　に記したとおり

[連続] ボタンが万能でお薦めですが、

[Ｌ型壁] ボタン　　(Ｌ字)

[Ｕ型壁] ボタン　　(コの字)

[囲い型壁] ボタン　  (四方壁) 

なども利用できます。

[Ｌ型壁]  [Ｕ型壁]  [囲い型壁] いずれかのボタンをクリックし

マウスボタンを押し込まずに、平面図にマウスをスライドさせて

表示される壁を任意の位置に移動してクリックします。(右クリックなら [回転])

[配置ボックス] で [壁1]  [壁2] ・・・　の値の欄に、各壁の長さを

入力します。 ([壁1]  から [壁2] などへの移動は、[Tab] キー)

[Enter] キーを押すと確定します。

(操作中、左上の [情報ボックス] にも操作のヒントが表示されます)

[Ｌ型壁] ボタン　(Ｌ字) の例

[Ｕ型壁] ボタン　(コの字) の例

(右クリックして [回転] してから 寸法入力した例)

[回転] するときは、平面図のグリッド(格子) を縮小しておくとスムーズに回転できます。

(グリッドは、マウスのスクロールボタンを手前にスクロールすると、小さくなります)

[囲い型壁] ボタン　 (四方壁) の例

Part 7 活用操作

[Ｌ型壁] 

[囲い型壁]

[Ｕ型壁] 
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2) 壁の採寸モード (外法・芯芯・内法)

[連続] ボタンで壁の作成中、または、

壁を右クリックして、[壁のシェイプの編集] 中は、

自動的に [シェイプの編集] タブが表示されます。

各ボタンは、左から順に

 [外法]  (そとのり)　・・・　壁の外側を基準に採寸する方法

 [芯芯]  (しんしん)　・・・　壁芯(壁の中心) を基準に採寸する方法

 [内法]  (うちのり)　・・・　壁の内側を基準に採寸する方法

[内法] が初期値になっています。

[シェイプの編集] タブが表示中は、どのタイミングでも、

[外法]　[芯芯]　[内法] のいずれかを

クリックすると、以後、そのモードになります。

また、最後に選択していたモードが

次回以降、新規作成時の初期値になります。

Ｌ型の壁を 1,000ミリ　X 1,000ミリで

作成したところ (壁厚 100ミリの場合)

3) Ｔ字壁の作り方

方法1 : [壁のシェイプの編集] による方法

Ｔ字の (横棒の) 壁 (A) を作成し、その上で右クリックして、

［壁のシェイプの編集] をクリックします。

次に、その壁の上で右クリックして、[壁#n] を選択し、

[追加] をクリックしますが、このとき、

壁のどちら側を右クリックするかで、追加される壁 (B) の伸びていく向きが

決まります。

画面上、下(手前)側に壁を追加したい場合は、元の壁の下側のラインに近い

ところで右クリックします。

ライン上に追加ポイント (□) が表示されたら

マウスを押し込まずに左右にスライドさせると

□ の位置が左右に動きます。

[配置ボックス] の [X] の値を見ながら

任意の位置になるまでスライドするか、

[X] の値に数値 (右例では、1000) を入力

して [Enter] キーを押します。

([X] は、画面上、水平の壁なら 左端が ゼロ、　垂直の壁なら 下端が ゼロ になります)

マウスを押し込まずに　Ｔ字の (縦棒の) 壁 (B) を

伸ばしたい方向にスライドします。

右例では、下方向にスライドしています。

任意の位置になるまでスライドするか、

[壁の長さ] の値に数値 (右例では、2500) を入力

して [Enter] キーを押します。

最後に、左上の [変更を保存] ボタンを押して

確定します。

外法 芯芯 内法

(A)

(B)
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方法2 : [配置ボックス] の [移動] による方法

Ｔ字の (横棒の) 壁 (A) を作成し、

[連続] ボタンをクリックして、Ｔ字の (縦棒の) 壁 (B) を

(A) の壁から少し離れた だいたいの位置に作成します。

(両壁が合体すると (B) だけの位置は移動し辛くなるため)

[寸法やメモ] タブ　⇒　[線から線の寸法] ボタンをクリックして

壁 (B) の現在位置を採寸します。

右例では、壁 (A) の左端から 885mm、壁 (A) の前面から 260mm

の位置にあることがわかります。　

これをたとえば、

壁 (A) の左端から 1,000mm、壁 (A) の前面にピタリ付けるには

その差 115mm (1,000 - 885) 右へ　　260mm 上(奥側)へ

移動します。

移動は、　

①　壁 (B) をクリックして、

②　[配置ボックス] 真ん中の [移動] ボタンをクリックします。

すると、壁 (B) が、[配置ボックス] のサークルの中に

表示されます。

③　[オフセット] に 115 と入力して

④　右向き矢印をクリックします。　続けて
⑤　[オフセット] に 260 と入力して

⑥　上向き矢印をクリックします。

方法1 でも 方法2 でも同じ結果になります。

やりやすいほうで作成してください。

(A)

(B)

(A)

(B)

(A)

(B)

[移動] 

①

②
③

④

⑤

⑥
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4) 傾斜壁の作り方

V11以降では、両端の高さが異なる壁(斜めの壁) が可能になりました。

①　斜めにしたい壁の上で右クリックして、[プロパティ] をクリックします。

[壁のプロパティ] 画面で

②　□ 両端に同じ高さを使用する

に入っているチェックを外します。

②　[最初] と [最後] の高さ、または、どちらかの高さを変更します。

右例では、[最初] の高さを 3000 に変更しています。

③　[OK] をクリックします。

それに付く天井も自動的に斜めになります。

通常の壁と同じように [配置ゾーン] になり、窓やドアも配置できます。

(窓やドアは、ROOM_M カタログから配置します)

①
②

③
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右例では、左右の壁の手前の高さを 3,000mm 

にしています (奥側は、2,500mm)

続いて

[レンダリング・ダッシュボード] の 左から 2番目の

[天井・フロア等設定] ボタンで

[天井] の　□ 表示する　のチェックを外し、

代わりに、JP_KIKI カタログより

SLOPE-CEILING-SKYKIT (勾配天井 天窓付き)

を配置しています。

SLOPE-CEILING-SKYKIT は

平面図で下にあるアイテムを隠してしまうので

右クリックして、[表示設定] で

[塗りつぶし] を [透明] に変更してください。

また、

[レンダリング・ダッシュボード] の 左から 3番目の

[照明効果] ボタンで

[日光] の □ 表示する　にチェックし

窓の外に [日光] を配置しています。

参考レンダリング

[天井・フロア等設定]

[照明効果]
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5) その他の壁

JP_KIKI カタログから、アーチ壁、丸壁などの

特殊壁を配置できます。

JP_KIKI カタログ より

室内構造物(アーチ壁・丸壁)

をダブルクリックします。

(室内構造物は、下の方にスクロールするとあります)

平面図の任意の場所にドラッグして配置します。

各壁を右クリックして、[属性]  ⇒　[変数] タブで

各寸法などを変更して加工できます。

通常の壁の色(白) と合わせるには、[壁色] を

V4321 ⇒　V10017 に変更します。

(最初から V10017だと [情報ボックス] で

 見づらいので V4321 にしています)

どの壁も通常の壁のような 「配置ゾーン」

としては使えません。

参考レンダリング
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6) 壁のくり抜き

カタログを　ROOM_M　に切り替えます。

ROOM_M カタログ より

壁

壁：カットアウト

を順にダブルクリックします (階層をたどります)。

長方形 のくり抜きの例

REC-CO を平面図にドラッグ&ドロップします。

(V11以降 では、くり抜きは平面図のほうがスムーズです)

右例のように [属性] 画面が表示されますが、

そのまま [OK] をクリックします。

(ここで [上下] に入力しても正しく反映しないことがあるため)

壁上に くり抜きの左辺部分が表示されます。

[配置ボックス] で

[Tab] キーを 1回押して、[幅] にカーソルを移動し

幅寸法を上書き入力し、さらに

[Tab] キーを 1回押して、[壁左] にカーソルを移動し

壁左端から　くり抜き左辺までの寸法 を上書き入力し、

[Enter] キーを押します。

(右例では、[幅] 800mm   [壁左] 1000mm)

立面図、または、平面図の

REC-CO の上で右クリックして、[属性] をクリックします。

くり抜きの左辺部分
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[REC-COの属性] 画面で、[高さ] と [上下] の値を入力します。

(右例では、[高さ] 600mm   [上下] 900mm)

ここで [幅] を入力してもかまいません。

[奥行] は、壁の厚みに合わせて自動的にくり抜かれるので

変更する必要はありません。

右例のような くり抜き もできますが、

壁の上端から下端までや、左端から右端までを

完全にくり抜いてしまうことはできません。

壁の端が薄く残ってしまう場合 (右例 ➡ ) は、

立面図上で、くり抜き を右クリックして、[左右移動]

で少し逆方向に戻してから、再び壁の端に

ピタリと止まるまでドラッグすると、消えます。

円や半円 のくり抜きの例

RND-CO  丸形 (円)

OVL-CO  楕円

HRD-CO　半円

HOV-CO　半楕円  なども長方形と同様にして、くり抜けます。

各形状は、立面図に表示される緑の点を

マウスでドラッグしても伸縮できます。
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7-2. ドアや窓の配置

1) ドアの配置

カタログを　ROOM_M　に切り替えます。

ROOM_M カタログ より

ドア

インテリアドア 汎用　等

を順にダブルクリックします (階層をたどります)。

[インテリアドア 汎用] は、一般的な室内ドア

[入り口ドア] は、外部との出入り口ドア

[コマーシャルドア] は、オフィス用のドア

[ドアウィザード] は、カスタム(自由加工) ドア　ですが、

[ドアウィザード] は、現状、変数が有効に機能していないため

使わないでください。 (使用可能になったらお知らせします)

戸口 フレーム付き の例

[インテリアドア 汎用]  ⇒  [入り口] より

DOORWAY-F を平面図にドラッグ&ドロップします。

[Tab] キーを 2回押して、[壁左] にカーソルを移動し

壁左端から　ドア左辺までの寸法 を上書き入力し、

[Enter] キーを押します。 (右例では、[壁左] 500mm)

[壁右] なら壁右端から ドア右辺までの寸法を入力します。

[センター] なら、壁の中央に配置できます。

例) 幅3,000mmの壁なら [センター] に 1500 と入力

ここで [幅] を入力してもかまいません。

(この [幅] とは、フレーム(枠) を含む寸法です)

配置したドアの上で右クリックして [属性] をクリックし

[幅]   [高さ] の値を入力して [OK] をクリックします。

(右例では、[幅] 900mm   [高さ] 1900mm)

(この [幅] とは、フレーム(枠) を含む寸法です)
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ドア取手のあるドアの配置時には、右のように

[属性] 画面が表示され、[ドアヒンジ] を変更できます。

左 は、左ヒンジ　(右側に取手)

右 は、右ヒンジ  (左側に取手)

ドアは、[属性] で各種項目を変更できます。

(項目名(変数名) は、ドアによって違うことがあります)

参考レンダリング　(各種ドア 配置例)

すべてのレンダリングは、上の例のように、レンダリング画面の

コーナーをマウスでドラッグすると、任意の縦横サイズに変更できます。
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2) 窓の配置

カタログを　ROOM_M　に切り替えます。

ROOM_M カタログ より

窓

窓

PVC白 または、 ウッド

開き窓　等

を順にダブルクリックします (階層をたどります)。

開き窓の例

WIN.CAS.WH.D 等を平面図にドラッグ&ドロップします。

右例のように [属性] 画面が表示されますが、

そのまま [OK] をクリックします。

ここで [高さ] に入力してもかまいません。

[Tab] キーを 2回押して、[壁左] にカーソルを移動し

壁左端から　窓左辺までの寸法 を上書き入力し、

[Enter] キーを押します。 (右例では、[壁左] 500mm)

[壁右] なら壁右端から 窓右辺までの寸法を入力します。

[センター] なら、壁の中央に配置できます。

例) 幅3,000mmの壁なら [センター] に 1500 と入力

ここで [幅] を入力してもかまいません。

(この [幅] とは、フレーム(枠) を含む寸法です)

配置した窓の上で右クリックして [属性] をクリックし

[幅]   [高さ] の値を入力して [OK] をクリックします。

(右例では、[幅] 1000mm   [高さ] 700mm)

(この [幅] とは、フレーム(枠) を含む寸法です)
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立面図の窓の上で右クリックして [上下] をクリックし、

[Tab] キーを 1回押して、[下] にカーソルを移動し

床から窓枠下までの寸法を入力して [Enter] キーを押します。

(右例では、[下] 850mm)

窓は、[属性] で各種項目を変更できます。

(項目名(変数名) は、窓によって違うことがあります)

[変数] タブ より

[ガラステクスチャ] でガラス種類を変更します。

[ゼネラルテクスチャ(1)] で、窓外の景色などが選べます。

[その他 (Miscellaneous)]　⇒　[背景 (Backgrounds)]

　⇒　[風景 (Scenery)]

COMMON (共通カタログ) に登録されている

景色の画像は、日本らしい(現実的な) ものがありませんが

独自の写真などを [ユーザーテクスチャライブラリ] で

取り込むこともできます。

　 4-3. アイテムの変更 (属性変更)　⇒　2) テクスチャ

　⇒　独自のテクスチャの反映方法　参照

[アタッチメント] タブ より

ブラインドやカーテンなどが、その項目にチェックすると

その窓のサイズに合わせて付きます。
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窓ウィザードの例

[窓ウィザード] より WINDOWWTZ を

平面図にドラッグ&ドロップします。

フレームレイアウトを選択します。

外から見た分割イメージ(吊元など) を選択します。

配置後、位置やサイズ等を変更します。

風景の使い方

[風景] より SCENERY を

平面図の壁の外にドラッグ&ドロップします。

向きは気にする必要ありません。

[属性] 画面が表示されたら

[風景イメージ] のカラーパターンをクリックします。

これも、COMMON の

[その他 (Miscellaneous)]　⇒　[背景 (Backgrounds)]

　⇒　[風景 (Scenery)]

から選択するか、独自の写真などを選択できます。

独自の画像の取り込み方は、

　 4-3. アイテムの変更 (属性変更)　⇒　2) テクスチャ

　⇒　独自のテクスチャの反映方法　参照
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必要に応じて

SCENERY を右クリックし、[幅] や [高さ] を変更します。

([幅] は、クリックして、両端の緑のドットでも伸縮できます)

SCENERY は、

窓から遠ざけるほど遠景に、近づけるほど近景になります。

[窓]  ⇒　[PVC白]  ⇒　[建築用窓]  ⇒　[スクエア窓]

⇒　WIN.SQ.WH を 並べて配置し、

窓の外に SCENERY を配置して　ユーザーテクスチャで

独自のJPEG画像に変更した例

参考レンダリング　(各種窓 配置例)

左端の出窓は、[窓]  ⇒　[窓]  ⇒　[ウッド] 右端の窓は、[ドア]  ⇒　[入り口ドア]  ⇒　[PVC白] 

  ⇒　[開き出窓] より WIN.BAY.45.WO を配置 　⇒　[パティオドア]  より DOOR.PATIO.WH を配置

(ROOM_M の出窓は現状、壁の反対側から配置してください)

SCENERY
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7-3. ペニンシュラ型、アイランド型などのコツ

1) ペニンシュラ型

Ｔ字型の壁を作成します。　7-1. 壁の応用　⇒　3) Ｔ字壁の作り方　参照

追加する壁(仮想壁) の長さは、サイドパネルや

カウンターの長さを加味してください。

追加した壁(ペニンシュラの壁) の上で右クリックして

[プロパティ] をクリックし、[タイプ] タブで

[仮想壁] を選択し、[配置ゾーン] は、「内側」「外側」

の両方にチェックした状態にします。

仮想壁の厚みは 0mmにはしないでください。

0mm では後から仮想壁を移動するときなどに

仮想壁がつかめなくなり移動が困難になります。

両側のキャビネットを背中合わせに密着させる場合も

0mm ではなくても、仮想壁越しに配置できます。

ベースキャビネットを背中合わせに配置したり、

片側にフロントパネルを配置したりします。

(右例では、説明上、キャビネットの寸法を非表示にしています)

JPP_KIKI カタログより 

FREE-TOP-EX(V11)  フリーデザインカウンター　を配置します。

(説明上、カウンターの輪郭を [表示設定] で赤色にしています)

配置したカウンターを [シェィプの編集] で加工します。

右例のようにカウンターがゆがんで配置

されてしまう場合は、いったんカウンターを削除し、

奥から2番目のキャビネットを

[前後移動] などで完全に離しておいて

一番奥のキャビネット上にカウンターを配置し直し、

そのカウンターを [シェィプの編集] で加工します。

または、最初に

追加した壁(ペニンシュラの壁) を [仮想壁] にせず

壁をベースキャビネットより低い高さ(800mm等) に

して、カウンターを配置してから、[仮想壁] にします。
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JPP_KIKI カタログより 

機器類を配置します。

手前側と奥側、それぞれの立面図を追加し

必要に応じて 寸法やメモなどを加工します。

横壁取付タイプのレンジフードが

右例のように表示される場合は、立面図が3D表示になっていません。

キャビネット類も輪郭線だけの状態です。

[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定]  ⇒　[作図エリア] で

□ 立面図に3Dシェィプを表示　にチェックすると正しく表示されます。
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ペニンシュラ型やアイランド型での断面図

2020 では、立面図も側面図も、壁の手前にあるものを表現します。

ペニンシュラ型やアイランド型キッチンは、仮想壁を挟んで両側に

キャビネットや機器類があるため、通常の方法では、それらを

一つの断面図で表現することができません。

そこで、次の方法で断面図を追加してください。

(臨時の仮想壁を追加し、その断面をとります)

①　[仮想壁] の [連続] ボタンをクリックします。

②-1 追加する仮想壁の始点でクリック

②-2 終点で [Enter] キー 2回 (または、終点で左クリック　⇒　右クリック )

③　平面図に出た余計な寸法は、

[Ctrl] キーを押しながら全部選択して [Delete] キーで削除します。

④　臨時の仮想壁の [配置ゾーン] をクリックして、

[立面図追加] ボタンを押します。

(または [配置ゾーン] をダブルクリック)

⑤　必要に応じて 寸法やメモなどを加工します。

②-1

③

④

⑤

②-2

①

連続
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参考レンダリング

人物、テーブル、椅子、植物、調理器具、食器などは

2020 Cloud からもダウンロードして配置できます。

人物なら 2020  ⇒　2020 Decorative items US　⇒　People

2020 Cloud を利用するには、2020 Cloud のアカウント登録

をする必要があります。

support2020@2020japan.com  までお問合せください。

2020 Cloud からのダウンロード方法は、

7-4. 2020 Cloud データの活用　参照
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2) アイランド型

アイランド型もペニンシュラ型とほぼ同じです。

①　だいたいの位置に仮想壁を作成して

キャビネットやカウンターや機器類を配置します。

(説明上、カウンターの輪郭を [表示設定] で赤色にしています)

仮想壁やカウンター配置時のコツは、前節 1) ペニンシュラ型　参照

②　本来の位置に移動するために、現在の位置の寸法を採寸します。

 ([寸法やメモ] タブの [線から線の寸法] などを使用)

たとえば、右例のように Ｌ型の壁付けにキャビネットやカウンターが

すでに配置済みなら、アイランドのカウンターから

Ｌ型のカウンター(または壁) までの寸法を採寸します。

例では、

左側のカウンターまで 1780mm、

奥側のカウンターまで 735mm とわかります。

これをたとえば、

左側のカウンターまで 1200mm、

奥側のカウンターまで 1000mm にするには

それぞれの差分を [配置ボックス] で移動します。

左側  1780mm ⇒ 1200mm  ・・・ 差 580mm 左に移動

奥側　735mm ⇒　1000mm  ・・・ 差 265mm 手前に移動

③　アイランド全体をマウスで対角線上に

(左上から右下へ) ドラッグして選択します。

(各アイテムに青いドットが付きます)

④　[配置ボックス] の [移動] タブをクリックし、

⑤　[オフセット] に移動したい寸法(例では 580) を入力 して

⑥　移動する方向の矢印(例では左) をクリックします。

⑦　[オフセット] に移動したい寸法(例では 265) を入力 して

⑧　移動する方向の矢印(例では手前) をクリックします。

断面図は、ペニンシュラ型と同様にして追加します。

①

②

③

④⑤

②

⑥

⑦

⑧
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7-4. 2020 Cloud データの活用 2020 Cloud を利用するには、2020 Cloud のアカウント登録をする必要があります。

ソフトキーでご利用の場合のみ有効です。

メイン画面左下の　[クラウドブラウザ] ボタンをクリックします。

または、[アイテム] タブ　⇒　[クラウドブラウザ] ボタンをクリックします。

次に、[BROWSE] タブをクリックします。

下記例のようにして

目的のアイテムを選択し、

平面図上にドラッグして配置します。

2020 Decorative items を選択 (以下同)

All Items

任意のグループ

表示の仕方やグループ名、項目などは

適時更新されますので、右例のとおりでなくなる

こともあります。

右例では、Saucepans を選択

しています。スクロールして目的に合う

アイテムが見つかれば、平面図上に

ドラッグします。

任意のサブグループ

レンダリング目的なので

平面図上は長方形で表示されます。

 [左右移動] [上下] [回転] などで

適当な位置に移動します。

クラウドブラウザ

BROWSE

123



参考レンダリング
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7-5. SketchUp データの活用

SketchUp は、Trimble社(米国) が開発・提供している3Dデザインツールです。

全世界のプロ&アマ ユーザーが作成しネット上にアップロードした3Dデータを

ダウンロードして、2020のプランに反映することができます。

SketchUp データを利用するには、初回のみ、Trimble社のアカウントを作成する必要があります。

(または、Google アカウントでも OK)

Trimble社のアカウント作成方法は、126ページ～ をご参照ください。

※ Trimble社のアカウント作成を含めて初回のみ煩雑ですが、2回目からスムーズに SketchUp が利用できます。

1) 手順

[アイテム] タブ　⇒　[SketchUp] ボタンをクリックします。

ダウンロードしたいアイテム(品目やメーカー名)

を検索欄に入力して、その右の検索ボタンを

クリックします。

日本語で入力すると少数(日本人作成) のアイテム

に限られますので、英語で入力をお薦めします。

例)  テーブルなら　テーブルや食卓と入力するより

table や dining table と入力すると多数表示されます。

右の例は、chair と入力して 椅子 を検索

しています。

ヒットしたアイテムが一覧表示されますが

ファイルサイズが1MB以上になると

2020では処理が苦しくなりますので

左のスライドバーで

1MB未満のデータに絞り込みます。

　右例では 0-100 MB

   だったものを

  0 - 1 MB
　に絞り込んだ結果

検索結果から目的の画像をクリックします。

ここに入力して クリック

たとえばこれをクリック
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すると、その拡大情報が表示されます。

右例では、 File Size が 562kb

ですので問題ありません。

[Download] ボタンをクリックします。

初回のみ

右の画面が出たら [Sign In} をクリックします。

初回のみ

登録した Email アドレス　と　パスワードを

入力して、 [Sign In] をクリックします。

初回のみ

3D Warehouse のライセンス契約が表示されたら

画面下の　[同意] ボタンをクリックします。

初回のみ

下記の質問が出ますが、次のように答えてください。
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SketchUp 2019 Model をクリックします。

2019 Model がない場合は、それより

古い(2018, 2017等) をクリックします。

2020 Design V12では、

2020 Model には対応していません。

平面図の任意の場所でクリックすると

そこにアイテムが配置されます。

仮配置後、移動、上下、回転など

自由に変更できます。

アイテムをダウンロードしたのに、平面図上に表示されないときや、レンダリングが異常に遅くなってしまう場合は

そのアイテムのサイズが大きすぎたり、何等かの欠陥がある可能性があります。

[アイテム] タブ　⇒　[アイテムリスト] をクリックして、一覧より SketchUp モデルの行を右クリックして [削除] してください。

2) Trimble社のアカウント作成方法

SketchUp のサイト　にアクセスします。

https://www.sketchup.com/ja

[製品]  ⇒　[SketchUp Free]

をクリックします。
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[モデリングを開始] をクリックします。

メールアドレスを入力して

[Next] をクリックします。

名前、苗字、パスワードを入力して、

□　I'm not a robot  にチェックし

[Create new account] をクリックします。

パスワードは、8文字以上

英数字の組み合わせで

英字は、小文字と大文字をそれぞれ

1文字以上含んでいる必要があります。

記号　　! @ # $ % & * ^ _ - +

も1文字以上含んでいる必要があります。

例 : 246abCD+

上に表示された画像と共通するもの

すべてにチェックして、右下の

[VERIFY] をクリックします。

右の例では　CARS (車)

[VERIFY] が Cookie policy の黒い帯で

隠れている場合は、右端の X で閉じます。

ここにチェックし

128



右の画面が表示されますが、そのままにして

次に進みます

設定したメールアドレスに右のような

メールがすぐに届きます。
[Activate account] をクリックします。

右の画面が表示されたら

here  の文字をクリックして　ログインします。

設定したメールアドレスを入力し、[Next] をクリックします。

右の画面が表示されたら、[3D Warehous] をクリックします。

3D Warehouse のライセンス契約が

表示される場合は

画面下の　[同意] ボタンをクリックします。

124ページの　手順　に戻って、SketchUp を利用します。
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7-6. その他の機能など

1) 部分表面

壁や床の特定部分に壁とは別のテクスチャを

表現できます。

(壁上には立面図で、床上には平面図で作成)

[アイテム] タブ　⇒　[部分表面] ボタンをクリックします。

始点でクリックします。

次のコーナー(角) に向けてマウスをスライドし、

その位置に来たらクリックします。

次々とクリックしながら部分表面を形成していき

最後に右クリックします。

(始点と終点を結んで閉じた形にします)

[表面の属性] 画面が表示されたら

テクスチャを選択します。

初期値では、COMMON のテクスチャが開きます。

COMMON のタイルは、最小でも50mm角ですが、

ユーザーテクスチャライブラリを利用して小さなタイルを

表現することもできます。

独自の画像の取り込み方は、

　 4-3. アイテムの変更 (属性変更)　⇒　2) テクスチャ

　⇒　独自のテクスチャの反映方法　参照

JP_KIKI カタログのTextures フォルダには、小さめの

タイルも登録しています。 (wt-D27.jpg ～ wt-D35.jpg) 

次ページの参考レンダリングは、これらを使用しています。

JP_KIKI カタログのTextures フォルダの所在は

C:\ProgramData\2020\Design\12\Cat\Common

\jp_kiki\Textures です。

部分表面

始点でクリック

終点で右クリック

ここをクリックして

テクスチャを選択
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参考レンダリング
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2) 2020 関連ファイルのバックアップ

以下のフォルダやファイルを外付けハードディスクなどの外部媒体に、定期的にバックアップしてください。

・　kitファイル　・・・　(マイ)ドキュメントの 2020 ファイル、または、任意フォルダにkitファイルを保存されている場合はそのフォルダ

・　独自の表示設定、図面用ロゴなど　・・・　C:\ProgramData\2020\Design\12\config

・　独自の複数ビューテンプレート　・・・　C:\ProgramData\2020\Design\12\Clipart\Drawing Layout Template

・　メーカーカタログをご利用の場合は、その zipファイル、または、exeファイル

バックアップは、Windows の [エクスプローラ] で該当ファイルやフォルダを、外部媒体にコピーします。

ご不明の場合は、 support2020@shellkit.co.jp  までお問合せください。

なお、Windows 10 搭載PCの初期状態では、ProgramData 等の

フォルダは「隠しファイル」 になっているため表示されません。

[エクスプローラ] で任意のフォルダを開き、[表示] タブで

□ ファイル名拡張子

□ 隠しファイル

の 2ケ所にチェックを入れてください。

3) アイテムのメニュー　補足

各アイテムを右クリックして表示されるメニューについては、

4-2. アイテムの移動 などでも説明していますが、

既出分も含めて、その他の項目もここで補足します。

[切り取り] ・・・ アイテムを切り取ります。その場所から消えますが、別の場所で

右クリックして [貼り付け] ができます。

[コピー] ・・・ アイテムをコピーします。 その場所に残ったまま、別の場所で

右クリックして [貼り付け] ができます。

[複製] のほうが操作がスムーズなため [複製] をお薦めします。

[センター] ・・・ アイテムを別のアイテムの中央に位置付けます(センタリング)。

例) シンクをシンクキャビネットの中央に　　レンジフードをコンロの真上に　等

4-4. カウンターや機器類の配置と変更　⇒  3-3) シンクのセンタリング　参照

[左右移動] ・・・ アイテムを左右に移動します。マウスを左右にスライドさせて

[配置ボックス] の  [壁左] などの数値を確認しながら目的の位置に

なったらクリックします。(または、[壁左] などに数値を入力して [Enter])

[前後移動] ・・・ アイテムを前後に移動します。

[配置ボックス] の [アウト] の値に

前後に移動したい距離を入力して [Enter] キーを押します。

[上下] ・・・ アイテムを上下に移動します。

[配置ボックス] の [上] または [下] の値を確認しながら

必要な距離だけマウスをドラッグして離します。

(または、[上] や [下] に数値を入力して [Enter])
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[複製] ・・・ アイテムを複製します。 マウスポインタが ＋ になったら任意の場所でクリック

([コピー] は右クリックして [貼り付け] を選択する手間があるため、 [複製] をお薦め)

[移動] ・・・ アイテムを任意の位置に直接移動します。 

[回転] ・・・ アイテムを回転します。

基点(回転軸) はアイテムに向かって左後ろが初期値ですが、

2つ下の [基点の設定] で変更できます。

[配置ゾーン] 以外の場所にアイテムを配置したときの

ピンクの線はアイテムの背面を現します。

[ミラーリング] ・・・ アイテムを前後や左右に反転して配置します。

アイテムが 1点の場合　・・・　アイテムを右クリックして [ミラー]

アイテムが 2, 3点の場合　・・・　[Ctrl] キーを押しながらアイテムをクリックして選択し、右クリックして [ミラー]

アイランドキッチン全体のように多数のアイテムの場合　・・・　マウスで対角線上に全体を囲み、右クリックして [ミラー]

左右に反転なら　・・・　縦方向に反転の軸(境) となるラインを

上下に反転なら　・・・　横方向に反転の軸(境) となるラインを

ラインの始点と終点でクリックして描きます。

「オリジナルアイテムを削除しますか？」 に

[はい] を答えると、元のアイテムは削除されます。

[いいえ] を答えると、元のアイテムは残ります。

[いいえ] を答えて左右対称のアイテムグループを

作成した例

[基点の設定] ・・・ [回転] するときの基点を変更します。

四隅の青いドットの内、いずれかをクリックします。

[品番の移動] ・・・ 品番を任意の位置に移動します。

[削除] ・・・ アイテムを削除します。

[属性] ・・・ アイテムのサイズ、テクスチャなど各種変数を変更します。

[表示設定] ・・・ アイテムの輪郭線、塗りつぶしなどを変更します。

[同幅アイテム交換] ・・・ サイズが完全に一致する同品目の別品番がある場合、候補の中から選択して交換できます。

まず、ラインの始点

次に、ラインの終点

でクリック

ラインがまっすぐ伸びない場合は

この [壁角度制限] をクリックします。

基点
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4) DWG (または DXF) ファイルのエクスポート

kitファイルは、AUTO-CAD の DWG形式 (またはDXF形式) に出力できます。

kitファイルを開いた状態で、 [ファイル] メニュー　⇒　[エクスポート]

⇒　[その他の形式]  をクリックします。

[ファイル] メニュー　⇒　[インポート]　⇒　[ローカルストレージから] なら

DWGファイルを 2020に読み込み、平面図に反映します。

元のDWGデータが3Dなら、立面図、3Dにも反映します。

[エクスポート] 画面の　[ファイル名] に任意の名前を入力します。

(何もしなければ、kitファイルと同じファイル名になります)

保存場所は、デスクトップ上の任意フォルダなどを選択します。

[ファイルの種類] で　 DWG または、DXF を選択して

[保存] をクリックします。

[シェイプ選択] では、そのまま [OK] をクリックします。

「エクスポートが完了しました」 には [OK] をクリックします。

エクスポートしたDWG (またはDXF) ファイルを相手先にメール等で

渡すと相手先で AUTO-CAD で開いてご利用いただけます。

※　ただし、エクスポートされる DWG (またはDXF) ファイルは、AUTO-CAD の

フルバージョンに対応しています。 LT(ライトバージョン) では平面図しか開けません。

出力(エクスポート) 例　・・・ AUTO-CAD で開いたところ  
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5) カスタムキャビネット

JAPAN_KX カタログ のカスタムキャビネットを加工してオリジナルキャビネットを作成できます。

元のデータを汎用的に作成していますので、あまり細かく特殊な設定はできません。

JAPAN_KX にないキャビネットは、ご要望があれば、汎用性等を検討して追加登録しますので

support2020@shellkit.co.jp までお問合せください。

カタログを JAPAN_KX に切り替えます。

ベースキャビネットなら、カスタムベースキャビネット (自由加工用)　より 

BBB カスタムベースキャビネット

ウォールキャビネットなら、カスタムウォールキャビネット (自由加工用)　より 

WWW 　カスタムウォールキャビネット

トールキャビネットなら、カスタムトールキャビネット (自由加工用)　より 

TTT 　カスタムトールキャビネット

を [配置ゾーン] にドラッグ&ドロップして配置します。

今回、右例のようなトールキャビネットを作成してみます。 <スタイル>

第5セクション  Wall glassdoor

JAPAN_KX カタログ より

カスタムトールキャビネット (自由加工用)　 第4セクション  Opening

をダブルクリックして、

TTT カスタムトールキャビネット をドラッグして配置します。 第3セクション  Opening

第2セクション  1 Drawer

第1セクション  1 Drawer

　(Drawer は引出)

[TTT の属性] 画面が表示されたら

各セクションの スタイル と 高さ　を設定します。

第1セクションとは、一番下の部分を指します。

セクションは、最大 5まで設定できます。

ここでのスタイルとは、ドア、引出など構成部材のことです。

ここで奥行と幅を設定してもかまいません。

各セクションの 棚枚数もここで設定してかまいません。

または、別の方法として、この画面では何も設定せずに 

[OK] をクリックして、仮配置してから、右クリックして [属性] で

上記項目を設定することもできます。

第1セクションは、巾木(蹴込) の高さ(初期値 100) を含みます。

巾木は、後から [変数] タブの [寸法]　で

 [蹴込の高さ] や [蹴込の奥行] を変更できます。

[蹴込の高さ] を 0 (ゼロ) にすれば、直接床付けになります。

一番上のセクション(例では 第5セクション) の [高さ] は設定しません。

自動的に、全体の高さからの差分が割り当てられます。

棚板の追加方法

第5セクション (一番上) のガラスドア吊戸に棚を 1枚追加してみます。

[第5セクションの棚枚数] 右横の をクリックして、

□ Shelves in Section 1  にチェックを入れ、 

枚数 (今回は、1) を選択して、[OK] をクリックします。

(後から [属性] ⇒ [変数] ⇒ [数量] でも追加・変更できます)

<高さ>

(565)

380

615

260

390
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各セクションの スタイル と 高さ　を設定したところ

右例では、幅、奥行、高さは初期値のままのため

この時点では、まだ目的の形状やサイズになっていません。

[OK] をクリックして配置します。

仮配置された TTT の上で右クリックして、[属性] をクリックし、

[全般] タブで、[幅] [高さ] [奥行] や [品番] などを変更します。

右例では、[幅] を 700 、  [高さ] を 2210 に変更しています。

この時点で、一番上のセクションも目的の高さが反映します。

[変数] タブで、[数量] をクリックし、　ドア形状、引出数量、取手数量(引出)、取手形状　などを変更します。

今回は、 [引出数量(1段目)] を 1に、　[取手数量(引出)] を 1に、　[取手形状(ドア)] を 24に、変更してみます。

どこかをクリックすると、[取手形状(引出)] は、[取手形状(ドア)] と同じになります。　[取手形状(引出)] を変更したいときは上書きします。

[変数] タブで、[寸法] をクリックし、　取手長さ、ドア厚み、蹴込の高さ などを変更します。

今回は、[取手長さ(ドア)] を 200 にしてみます。

どこかをクリックすると、[取手長さ(引出)] は、[取手長さ(ドア)] と同じになります。　[取手長さ(引出)] を変更したいときは上書きします。

[変数] タブで、[テクスチャ] をクリックし、　ドア色、引出前面色、取手色、蹴込色 などを変更します。

今回は、[ドア色] を V7081 に、 [引出前面色] を V7083 に、変更してみます。

V7081 への変更方法

[テクスチャ] 画面左下の検索フィールドに V7081 と入力して　右の検索ボタンをクリック　⇒　表示されたテクスチャをクリックして [OK]　　または、

V7081 は、[ウッド] ⇒ [家具] ⇒ [一般] ⇒ [アッシュ] ⇒ [マット] ⇒ Wood - Pastel Pinkish Sandstone (.Vert. door)　をクリックして [OK]

(V7083 は、[ウッド] ⇒ [家具] ⇒ [一般] ⇒ [アッシュ] ⇒ [マット] ⇒ Wood - Pastel Pinkish Sandstone (Horiz.))

[変数] タブで、[アングル] をクリックすると、　ドアの場合は開閉できます。

図面完成時には、0 (ゼロ) に戻すことをおすすめします。

(引出の開閉は、[アングル] ではなく、[寸法] ⇒ [引出の開閉])

ビルトイン機器を オープン部分に配置することもできます。

作成したカスタムキャビネットは、専用のkitファイルに

 [保存] しておくと、再利用できます。

([コピー] & [貼り付け] で追加保存していく)

再利用したいときに、その専用kitファイルを開き、

目的のキャビネットを [コピー] して、新規のkitファイル側で

[貼り付け] ます。

[ドラッグ&ドロップ] ボックスでカタログを選択するとき、

一番下に [フルキッチン] などがあります。　ここに

作成したキャビネットなどをドラッグして保存することもできますが、

間違って登録しても現状は削除できないため、お薦めしません。
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6) カウンターウィザード

カウンターをエッジ加工して配置することができます。　(現状、DEKTON と SILESTONE と 2020標準のカウンターに対応)

カウンターウィザードを使うには、カウンターカタログを先にインストールしておく必要があります。

2020 のサイトで [カタログ] ページ https://www.2020japan.com/catalog.html より

DEKTON,  SILESTONE 以上 2つのカタログを　「カタログマネージャ」でインストールしてください。

インストール手順は、JP_KIKI 等と同じです。　パスワードはありません。

V11では、smpl_ct と smpl_ctm もインストールする必要がありましたが、V12はソフト(V12) のインストール時に自動インストールされます。

(なお、xmpl_ct と smpl_ctm は、V12では、SOLD_M, STONE_M に改名されていますが、意識する必要はありません)

ベースキャビネット類が配置された状態

エッジ加工カウンター配置例　(次ページ以降に手順)

137



ベースキャビネット類の配置後

[アイテム] タブ　⇒　

[カウンターウィザード] をクリックします。

[マテリアル]

石, または ソリッドな表面

を選択して [次へ]

これらの項目を上から順次設定していくと

最後にエッジ加工されたカウンターが

ベースキャビネット類の上に形成されます。

これらの項目はメーカーによって違います。

以下は、SILESTONE の例で説明します。

[メーカー]

前項で 石　を選択した場合は

DEKTON,　SILESTONE, または 2020

を選択して [次へ]

[色]

ここで　色(テクスチャ) を選択します。

メーカー提供の 色 (テクスチャ)

を選択して [次へ]

[厚み]

ここで　厚み を選択します。

メーカー指定の 厚み を

選択して [次へ]

SILESTONE の場合

2cm または 3cm

メーカー指定外の厚みの場合は

従来どおり JP_KIKI などに登録されている

フリーデザインカウンターをお使いください。

(エッジ加工はできませんが)
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[シェィプ]

既存キャビネットの自動デザイン を

選択して [次へ]

配置済みのベースキャビネット類の形状に

合わせて自動的に形成する　という意味です。

[シェィプ]　2ステップ目

このまま [次へ]

[バックガード]

同じマテリアルに設定 を

選択して [次へ]

バックガード不要の場合は

なし　を選択します。

[バックガード]　2ステップ目

このまま [次へ]

現状、この部分は無効になっています。
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[エッジ]

ここで エッジ種類を選択します。

メーカー提供の　エッジ種類を

選択して [次へ]

[厚み] で 2cm を選択していた場合に

[エッジ] で 右例のような 4cm厚の

エッジを選択すると、カウンター自体は

2cm厚で　エッジ部分が4cm厚の前垂れ

を表現します。

(アンダーシンクは2cm厚のカウンター下に

付けるイメージになります)

[シンク]

このまま [次へ]

シンクは JP_KIKI のシンクを直接配置

されることをお薦めします。

カウンターウィザード終了後、再度カウンターウィザードで

エッジや色等を修正する場合は、

この[シンク] のステップで　JP_KIKI のシンクを

[削除] しないと [次へ] 進めません。

シンクをいったん削除して、後から再配置してください。

[調理]　　(コンロ類のことです)

このまま [次へ]

コンロは JP_KIKI のコンロを直接配置

されることをお薦めします。

[障害物]

このまま [次へ]
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[追加オプション]

このまま [次へ]

[バックガードを配置]

このまま [次へ]

壁付けのカウンターの場合

壁に接する部分(ライン)に自動的に

バックガードが付きます。

任意のライン上でクリックすると

配置を選択したり解除したりできます。

[カスタムバックガード]

このまま [次へ]

[エッジを配置]

ここでエッジ加工する辺(ライン) を選択します。

エッジ加工したい辺(ライン)を

次々とクリックして [次へ]

エッジ加工したい辺の上にマウスを

合わせると緑色で表示され、

クリックすると、紫色で表示されます。
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[特記事項]

このまま [終了]

必要に応じて、ここにコメント等を入力します。

他の場所に反映するわけではありません。

エッジ加工されたカウンターが

配置されたら、シンク、コンロ等を

配置します。

シンクを配置すると平面図に青い斜線の

警告が表示されます。これを非表示にするには

平面図の何もないところで右クリックして

[表示設定]  ⇒  [警告パターン] タブ　で

[ルール注意パターン] の チェックを外します。

142



配置済みのカウンターを修正するには

カウンターの上で右クリックして、[面アイテム]  ⇒　[ウィザード] をクリックします。

エッジ形状やテクスチャ　をそれぞれの項目で

クリックして修正します。

ただし、シンクはいったん削除しないと

[カウンターウィザード] が終了できません。

また、テクスチャは、[カウンターウィザード] の中で選択できるものに

限られます。　Common や JP_KIKI のテクスチャに変更することはできません。

[カウンターウィザード] の機能自体は、数年前からありましたが、2020外部との協力で作成された

機能でもあり、謎も残っています。日本語版での文字化けもようやく解消した状況です。

引き続き改善に努めてまいりますが、従来の JP_KIKI のフリーデザインカウンター　と目的に応じて

使い分けてください。　(エッジ加工をパース上で強調したい場合のみ [カウンターウィザード] を使うなど)

エッジ加工できないことを除けば、断然、フリーデザインカウンターをお薦めします。

(サンプル)

シンク　;  KOHLER K-6565

水栓  ;  KOHLER K-649

カウンター  ;  SILESTONE

Lyra SUEDE FINISH

Eased Edge 4cm

カウンター  ;  2020

Red Vany

2cm Bullnose
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カウンター  ;  DEKTON

Aura

Shark Nose

カウンター  ;  SILESTONE

Amarillo Palmira

Ogee 4cm

カウンター  ;  SILESTONE

Tebas Black

Bevel 2cm

7) レポート機能

V8.1 にあった 「見積書(日本仕様)」　は需要が乏しいため V11以降 では機能を削除しています。　ご了承ください。

2020 標準の見積書は出力可能です。　標準の見積書を出力される場合は、

support2020@shellkict.co.jp までお問合せください。
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8-1. メンテナンスツール [メンテナンスツール] は 2020 の保守用ツールです。

1) メンテナンスツールの起動 Windows 10 Windows 7

Windows 10 の場合

 Windows の [スタート] ボタンを左クリック　⇒　

[Design12]  ⇒　[メンテナンスツール 12]

「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」　⇒　[はい]

Windows 7 の場合

 Windows の [スタート] ボタンを左クリック　⇒　[すべてのプログラム]　⇒　

[Design12]  ⇒　[ツール]  ⇒　[メンテナンスツール 12]

「次のプログラムこのコンピュータへの変更を許可しますか？」　⇒　[はい]

いずれも、 [2020 Design12] ではなく、下のほうにある [Design12] です。

2) 一時ファイルの削除

2020 使用時に 2020関連の作業用一時ファイルが蓄積していきます。

一時ファイルが増えすぎると、2020 の動作が重くなったり

不安定の要因になることがありますので、定期的に

(週に 1回、できれば毎日の 2020 起動前に 1回)

一時ファイルの削除をおすすめします。　(所要時間めやす　数秒)

[2020 メンテナンスツール] 画面で

右上の [一時ファイル] で　3ケ所のチェック項目にチェックします。

「ファイルがありません」 と表示された項目にはチェック不要です。

 [一時ファイル削除] をクリックします。

0 (ゼロ) にはならなくてもかまいません。

右下の [閉じる] をクリックします。

3) レジストリのリセット

ソフトウェアを永年使っている内に、レジストリ (ソフトの設定情報のデータベース) が壊れて動作に問題が発生することがあります。

2020 では、ユーザー様が直接レジストリを編集されることなく、[メンテナンスツール] から 2020 のレジストリを修復できます。

2020 の動作に問題があるときは、2020サポート (support2020@shellkit.co.jp) にご連絡ください。

必要に応じて、レジストリのリセット、初期設定などの再設定を電話等で一緒にさせて

いただきます。　(所要時間めやす 15分 (初期設定等の戻し作業を含む))

[メンテナンスツール] で　左上 ［内部ツール] 3番目の

[2020 Design レジストリリセット] をクリックします。

確認メッセージには、 [はい]  ⇒  [OK] とクリックします。

右下の [閉じる] をクリックします。

Part ８ トラブル対処
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レジストリのリセット後は、[初期設定] や [ページ設定] なども元に戻ります。

カタログ、kitファイル、ロゴ、独自の表示設定などは消えませんが、その設定を

使い慣れた状態に復元するために以下の手順を実行してください。

support2020@shellkit.co.jp

にご連絡いただければ、電話等でサポートさせていただきます。

2020 を起動します。

[カタログ & ライセンスのオーナー情報] 画面で

初期設定のカタログを選択し、名前と会社を入力して [OK] をクリックします。

右のメッセージには、[OK] をクリックします。

2020 を閉じます。

最新の 「2020 Design V12.n 日本語版 対応 初期設定データ」 の フォルダ を

開いて、setup.exe を右クリックして [管理者として実行] をクリックします。

確認メッセージには [OK] をクリックして

[スタート] をクリックします。　通常は(PCに問題がなければ) 数秒で終了します。

[閉じる] をクリックします。

2020 を起動し、[ファイル] メニュー　⇒　[初期設定] でユーザー様独自の設定をしてください。

初期カタログの選択、[表示設定パターン] の選択、ページ設定　など

8-2. アイテムリストの活用

レンダリング中に、フリーズ(動作停止) する事例がありました。

このような場合、配置したデータが問題を起こしている可能性が高いため、

以下の対処をお薦めします。

いったん、2020 を閉じます。

閉じられないときは、タスクマネージャで [終了] します。

Windows 10 の場合

タスクバー上で右クリックして、[タスクマネージャ] ⇒ 

[プロセス] タブで [Design 64-bit] を選択し、右下の [タスクの終了]

Windows 7 の場合

タスクバー上で右クリックして、[タスクマネージャの起動] ⇒ 

[アプリケーション] タブで [2020 デザイン] を選択し、下の [タスクの終了]

2020 を起動し、問題のあった kitファイルを開き、別名で保存します。

[ファイル] メニュー ⇒ [名前を付けて保存] ⇒ [名前を付けて保存] 

例)  岡本様邸プラン  ⇒　岡本様邸プラン-検証用

別名で保存した kitファイルで アイテムリストをクリックします。

[アイテム] タブ ⇒ [アイテムリスト]
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[アイテムリスト] 画面で、

データを絞り込みながら、レンダリングを実行します。

(消去法で問題を起こしているデータを突き止める)

SketchUp からダウンロードしたデータがある場合は、

そのデータをまず アイテムリスト上で右クリックして [削除]

して、レンダリングしてみてください。

それで解決すれば、別の SketchaUp データをダウンロード

してください。　

SketchUp のデータは 1MB以内を基準にしてください。

また、1MB以内でも、品質やサイズ(幅や高さなど) に問題が

ある可能性があります。

SketchUp のデータを削除しても問題が解決しない場合は

アイテムリストからデータを約半分 [削除] して

レンダリングします。それでも解決しなければ、

さらに、次の半分を [削除] してレンダリングします。

解決すれば、直前に削除したデータの中に問題のデータ

が含まれていることになるので、それを同様にして

絞り込んでいきます。

[削除] の方法は、EXCEL の操作と同じです。

[Shift] キーを押しながら、範囲選択するか、

[Ctrl] キーを押しながら、抽出選択(特定のカタログ等) して

[Delete] キーを押します。

[Shift] キーを押しながら、範囲選択した例

[Ctrl] キーを押しながら、抽出選択 した例

8-3. kitファイルの送信

何らかの問題がある場合、

kitファイルを メールに添付して support2020@shellkit.co.jp

に送信していただければ、極力迅速に調べて回答いたします。

kitファイルと 同名の bakファイルも一緒に送ってください。

メールへの添付は、OUTLOOKなどのメールソフトを

起動し、新規作成で、本文に kitファイルなどをドラッグすると

添付されます。

デザイン に戻るには

このボタンをクリック
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