
問われる「総合⼒」、差別化へ
総合カタログ

OPEN-NET ＸＦ２４

⾮住宅

（アパート）

（許容応力度計算）

２×４（構造設計）プレカットＣＡＤ

新型コロナウイルス対策

在宅テレワークを実現！

住宅

２０２０年６月１０日



合板プレカット加工機

カットモデル

全体パース図

豊富な

オプション

２×４小屋組ＣＡＤ

２×４壁量・プランチェック

２×４許容応力度計算システム

２×４Ｎ値計算

クラウドパースチェッカー

（無料コミュニケーションツール）

ペーパーレス・ネットワーク・パースシステム

２×４積算結果ＣＳＶ出力オプション

２×４エクセル見積書作成システム

２×４ＤＸＦ背景表示オプション

２×４壁パネル オプション（開発中）

オプティカット（ヴァイニッヒ）インターフェイス

ｈｓｂｃａｄインターフェイス（出力）

２×４ラック積込オプション

２×４石膏ボードオプション（壁パネル）

注）オプションシステムは

どんどん開発されていき

ますので、 詳しい内容は

当社ホームページを見て

頂くか、 当社営業マンに

お問い合わせください。

カットモデル

部分パース図

ＣＧ／隠線処理

部分パース図

ＣＧ／隠線処理

全体パース図

２×４

構造計算
（許容応力度）

２×４合板
プレカットＣＡＤ

床合板

野地板

■２×４⼯法は、ルールが明確で、材料の種類も少なく、熟練した技術も要らない合理化⼯法として登場しましたが、ＣＡＤ/ＣＡＭ
化は進みませんでした。軸組プレカットでは当たり前の⽊材積算が⼿拾いで､かつ部材加⼯やパネル組⽴もほぼ⼿作業という、⼈海戦
術に頼る２×４コンポーネント業界は「稼働時間に⽐例して固定費が増える⽣産体制」となり「利益なき繁忙」へ陥っていきました。

■当社は２×４プレカットＣＡＤを新たに開発し、構造計算➡構造設計(伏図･竪枠図)➡⽊材積算(⽊拾い＆板取)➡３次元加⼯➡シー
ジング(釘打ち)まで⾏えるＣＡＤ/ＣＡＭプレカット化を実現させました。当社のプレカット技術と⽣産合理性は⾼く評価され、⼟地
活⽤⼤⼿ＤＫ社(業界No.1)の本格採⽤により、２×４ＣＡＤ/ＣＡＭプレカットは軸組に負けない進化を遂げました。

シージング（自動釘打機）

自 動 枠 打 機

石膏ボードビス打機

２×４プレカットＣＡＤ

OPEN-NET ＸＦ２４

直 切 ク ロ ス 加工機

マルチ クロス 加工機

羽柄プレカット加工機

自社開発ＣＧエンジン

鮮明で超高速処理！

ＣＧ実体パース表現！
ＣＧ：ＣｏｍｐｕｔｅｒＧｒａｐｈｉｃｓ

ＣＡＤ入力範囲

３００Ｍ×３００Ｍ

部材本数

制限なし

非住宅

アクロバティック

設計ＯＫ

■当社が２×４業界に参⼊した当時、業界で使われていたＣＡＤはトレースが前提のパネルＣＡＤでした。
床は床だけ、壁は壁だけ、屋根は屋根だけ、という完全分業となっており、１物件を⼊⼒するのにＣＡＤ
オペレーターは３⼈必要でした。その上トレースなので設計⼊⼒費はもらえなかったのです。

４階建て対応



伏図 入力画面 （２階床組）

断面図 入力画面

竪枠図 入力画面 （１階）

木材（木拾い）積算 ＆ 編集画面

単品加工図 確認画面

ユニット組立図 壁パネル（帳票）

木拾い積算書（木取表）

断面図(帳票)

リアル加工パース図

梁受金物

ユニット組立図 小屋パネル

リアル加工パース図

屋根パネル

全体ＣＧパース図

全体ＣＧパース図

伏図 入力画面（小屋組）

■機能概要

入力範囲

300Ｍ×３００M

材本数制限なし

各階伏図入力

竪枠図入力

間崩れ

部分モジュール

アンドゥ・リドゥ

４階建て対応

スキップフロア

立面編集機能

構造チェック

（干渉チェック）

加工自動生成など

■印刷帳票

土台伏図

竪枠図

床伏図

天井根太伏図

金物伏図

単品加工図（墨付図）

パネル組立図（ユニット図）

開口セット組立図

トラス／妻壁組立図

仕様書

木拾い積算書、見積書

壁合板積算書（板取）

金物明細書、金物積算書

梱包指示書、定尺材明細書

断面図

ＣＧパース図

リアル加工パース図

（半透明も可能）

ＯＰＥＮ-ＮＥＴ



２×４プレカット加工機

（直切クロス）

２×４プレカット

CAM-I/F
ＯＰＥＮ-ＮＥＴ XF２４

２×４プレカット加工機

（マルチクロス）

シージング マシン

（自動釘打機）
２×４シージング

CAM-I/F

２×４枠打機

CAM-I/F
自 動 枠 打 機

石膏ボード

自 動 ビ ス 打 機

２×４石膏ボード

CAM-I/F

２×４床合板

CAM-I/F

２×４野地板

CAM-I/F

合板プレカット加工機
（在来軸組､２×４兼用）

２×４石膏ボード

オプション（壁パネル）

２×４床合板

プレカットＣＡＤ

２×４野地板

プレカットＣＡＤ

羽柄プレカット加工機

（在来軸組）

■対応機械メーカー

㈱平安コーポレーション

宮川工機㈱

内外工業㈱

庄内機械㈱

フンデガー㈱

㈱鈴工

㈱サンキ

柱（集成89角）

間柱（SPF）

横架材（集成：材巾８９）

断熱材

材巾８９用接合金物
（テックワン３Ｓ）

２×４開口パネル（ＳＰＦ）

２×４壁パネル（ＳＰＦ）

垂木（ＳＰＦ２０４）

（ピッチ：０．５Ｐ）
隅木

（ＳＰＦ２０６×２）

谷木
（ＳＰＦ２０６×２）

今までの物理キー（マスターパック）では、ＣＡＤのコピー機はつくれ
ませんでした。ネットキーになるとコピー機は何台でもつくれるようにな
ります。本機を会社⽤にコピー機を⾃宅⽤にしておけば、新型コロナウイ
ルス対策で求められる在宅テレワークが簡単に⾏えるようになります。

但し、ひとつのネットキーで動かせるＣＡＤはひとつです。また当然ですが
本機とコピー機のＣＡＤマスター等は、完全⼀致させておく細⼼の注意が必要
となります。

ネットキーの受け渡しは、ＣＡＤを使い始める時（カギを取りに⾏く時）と終
了する時（カギを返しに⾏く時）だけインターネット接続してやりとりを⾏いま
す。常時接続ではないのでインターネットの混雑などで反応が遅くなっても何も
問題ありません。安⼼してＣＡＤをお使い頂けます。 在宅テレワーク

プレカット工場 ＣＡＤ室

ネットキーは

Ｖ２１から対応します。クラウド

サーバー

軸組工法（巾８９）＋２×４壁パネル（ＳＰＦ）＋２×４小屋組（ＳＰＦ）

軸組工法＋２×４工法＝混合設計ＯＫ！

新型コロナウイルス対策

在宅テレワークを実現！

プレカット業界初！

軸組プレカットＣＡＤと２×４Ｃ
ＡＤの両⽅をＣＡＤ／ＣＡＭ開発し
たのは当社だけ。軸組プレカットＣ
ＡＤと２×４ＣＡＤを双⽅向にデー
タ連動させてハイブリッド設計（混
合設計）を可能としました。



２階建・賃貸アパート

ＣＧカラー全体パース図

ＣＧカラー全体パース図

（２×４構造躯体）

ＣＧ隠線処理 全体パース図

（２×４構造躯体）
ＣＧ隠線処理 部分パース図

（カットモデル）

ＣＧカラー

部分パース図

（カットモデル）

ＣＧ隠線処理

部分パース図

（カットモデル） ＣＧカラー部分パース図

（カットモデル）

ＣＧカラー部分パース図

（小屋組・詳細図）

ＣＧカラー部分パース図

（３分割・カットモデル）

３階建・賃貸アパート

ＣＧカラー全体パース図

３階建・賃貸アパート

（南入りモデル）

３階建・賃貸アパート

（３戸並び）



非住宅・大型建築物

ＣＧカラー全体パース図

ＣＧカラー部分パース図

（カットモデル）

ＣＧカラー全体パース図 非住宅・大型建築物 トラス組

ＣＧ隠線処理・全体パース図 非住宅・大型建築物 トラス組

ＣＧカラー全体パース図

非住宅・大型建築物 トラス組

（カットモデル）

非住宅分野に於いて２×４プレカットのカギとなる

のが構造計算。ネットイーグルは構造計算システム

の提供だけでなく、 構造計算（構造計画）そのもの

を支援できる体制を構築しました。詳しくは下記ま

でご連絡下さい。

非住宅分野では、全体

をイメージできるＣＧ

カラーパース図は、強

力な武器となります！

株式会社 木構造デザイン
代表取締役社長 福田浩史（ふくたひろし）

〒108-0075東京都港区港南１ｰ７-１８ A-PLACE 品川東

TEL：０３-６８７２-５７８８

FAX：０３-６８７２-５７９４

URL：https://tsdesign.co.jp

事業内容

非住宅木造建築物の構造設計（300㎡以上）

生産用CADデータ、加工図作成

木構造BIMデータの作成

カットモデル・パース図で

現場の納まりが簡単に確

認できます！



■本 社 050-3536-5961 福岡県福岡市西区小戸3-54-50

●中部テクノセンター 050-3538-0221 愛知県江南市古知野町朝日165ナガタニビル3F

●東京ＣＡＤセンター 050-3533-2894 東京都港区芝浦2-14-4オアーゼネクサス芝浦5F

https://www.neteagle.co.jp

⾮住宅⼤型建築物

新型コロナウイルス対策

在宅テレワークを実現！


