ＩＴツール一覧

2021年7月16日
東レＡＣＳ株式会社

ＩＴツールＮｏ．

TL02-0000553

TL02-0015330

TL02-0015540

TL02-0016575

TL02-0018027

ＩＴツール管理コード

PM2H1Y

GR2H1Y

MR2H1Y

MR2nH1Y

PM23DH1Y

カテゴリ

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

ＩＴツール名

ＩＴツール概要（説明）

Pattern MagicⅡ 標準契約 利用期間１年

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のパ
ターンメイキングソフト。パターンデータ（型紙データ）作成のために豊富
な機能を搭載。メニューのリボン表示、パターンのパーツ化候補図形の
自動判断や、パーツ化状態での図形編集など新しい機能を持つ。作図
機能だけでなく、アパレル会社と縫製工場間やアパレル会社と外注先の
データの受け渡しに必携。データの圧縮機能、メール機能や国内他社
CAD、海外CADとの受渡し用互換フォーマットへの変換機能を標準で持
つ。ライセンスは初期契約料と１年の利用料を含む。

-

〇

P-06

Grading MagicⅡ 標準契約 利用期間１年

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のグ
レーディングソフト。Pattern MagicⅡで作成したパターンデータをマス
ターとして、東レのグレーディング方式(計算式方式)によって、短時間で
正確にマスターパターンからのサイズ展開を行う。婦人服、紳士服から、
スポーツ、制服などのイレギュラーサイズ展開まで、様々な衣服に対し
て利用可能。デザインやシルエットを崩さずに高品質なサイズ展開を実
現。顧客（企業、ブランド）毎のグレーディングルール、ピッチコードをマ
スターとして複数取り込むことができ、顧客を選択することにより容易に
切り替えができる。また、データベースと連動して、顧客毎のデータ検索
が容易にできる。ライセンスは初期契約料と１年の利用料を含む。

-

〇

P-06

Marker MagicⅡ 標準契約 利用期間１年

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」の
マーキングソフト。用尺見積もりから裁断用マーキングまで、アパレル生
産の様々なプロセスに対応できる。パターンデータに対して生地区分、
生地幅、柄、間隔などの条件を設定するだけで、数百パーツでも効率良
くマーキングを行うことが可能。マーカーマジックⅡは、メーカーや縫製
工場の課題である「作業時間の短縮」「ミスの軽減」「収率の向上」を実
現するためのプロフェッショナルツール。ライセンスは初期契約料と１年
の利用料を含む。

-

〇

P-06

Marker MagicⅡnote 標準契約 利用期間１年

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のア
パレル会社向けマーキングソフト。実寸出力は行わないが、要尺見積が
可能。Marker MagicⅡ同様、パターンデータに対して生地区分、生地
幅、柄、間隔などの条件を設定するだけで、数百パーツでも効率良く
マーキングを行うことが可能。ライセンスは初期契約料と１年の利用料を
含む。

-

〇

P-06

Pattern MagicⅡ 3D 標準契約 利用期間１年

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」の３D
バーチャルフィッティングソフトウェアでPattern MagicⅡのオプションソフ
トウェア。アパレルのパターンメーキング工程では、新しい原型やファー
ストサンプルパターンを作成するまでに、製図・シーチングの裁断・組上
げ・トルソへ着せ付け・確認・修正を、手間と時間をかけて立体補正作業
を繰り返す。パターンマジックⅡ3Dは、これらの作業を3Dバーチャルで
行うことで、新しい作業の効率化を提案する。ライセンスは初期契約料と
１年の利用料を含む。

-

〇

P-06

クラウド対応

非対面化

プロセス

TL02-0010718

TL02-0015394

TL02-0016358

TL02-0016646

TL02-0018129

PM25Y

GR25Y

MR25Y

MR2n5Y

PM23D5Y

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

Pattern MagicⅡ 5年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のパ
ターンメイキングソフト。パターンデータ（型紙データ）作成のために豊富
な機能を搭載。メニューのリボン表示、パターンのパーツ化候補図形の
自動判断や、パーツ化状態での図形編集など新しい機能を持つ。作図
機能だけでなく、アパレル会社と縫製工場間やアパレル会社と外注先の
データの受け渡しに必携。データの圧縮機能、メール機能や国内他社
CAD、海外CADとの受渡し用互換フォーマットへの変換機能を標準で持
つ。５年契約。

-

〇

P-06

Grading MagicⅡ 5年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のグ
レーディングソフト。Pattern MagicⅡで作成したパターンデータをマス
ターとして、東レのグレーディング方式(計算式方式)によって、短時間で
正確にマスターパターンからのサイズ展開を行う。婦人服、紳士服から、
スポーツ、制服などのイレギュラーサイズ展開まで、様々な衣服に対し
て利用可能。デザインやシルエットを崩さずに高品質なサイズ展開を実
現。顧客（企業、ブランド）毎のグレーディングルール、ピッチコードをマ
スターとして複数取り込むことができ、顧客を選択することにより容易に
切り替えができる。また、データベースと連動して、顧客毎のデータ検索
が容易にできる。５年契約。

-

〇

P-06

Marker MagicⅡ 5年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」の
マーキングソフト。用尺見積もりから裁断用マーキングまで、アパレル生
産の様々なプロセスに対応できる。パターンデータに対して生地区分、
生地幅、柄、間隔などの条件を設定するだけで、数百パーツでも効率良
くマーキングを行うことが可能。マーカーマジックⅡは、メーカーや縫製
工場の課題である「作業時間の短縮」「ミスの軽減」「収率の向上」を実
現するためのプロフェッショナルツール。５年契約。

-

〇

P-06

Marker MagicⅡnote 5年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のア
パレル会社向けマーキングソフト。実寸出力は行わないが、要尺見積が
可能。Marker MagicⅡ同様、パターンデータに対して生地区分、生地
幅、柄、間隔などの条件を設定するだけで、数百パーツでも効率良く
マーキングを行うことが可能。５年契約。

-

〇

P-06

Pattern MagicⅡ 3D 5年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」の３D
バーチャルフィッティングソフトウェアでPattern MagicⅡのオプションソフ
トウェア。アパレルのパターンメーキング工程では、新しい原型やファー
ストサンプルパターンを作成するまでに、製図・シーチングの裁断・組上
げ・トルソへ着せ付け・確認・修正を、手間と時間をかけて立体補正作業
を繰り返す。Pattern MagicⅡ 3Dは、これらの作業を3Dバーチャルで行
うことで、新しい作業の効率化を提案する。５年契約。

-

〇

P-06

TL02-0010700

PM21Y

単体ソフトウェア

Pattern MagicⅡ １年契約

TL02-0015428

GR21Y

単体ソフトウェア

Grading MagicⅡ １年契約

TL02-0016378

MR21Y

単体ソフトウェア

Marker MagicⅡ １年契約

TL02-0017675

TL02-0018141

MR2n1Y

PM23D1Y

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のパ
ターンメイキングソフト。パターンデータ（型紙データ）作成のために豊富
な機能を搭載。メニューのリボン表示、パターンのパーツ化候補図形の
自動判断や、パーツ化状態での図形編集など新しい機能を持つ。作図
機能だけでなく、アパレル会社と縫製工場間やアパレル会社と外注先の
データの受け渡しに必携。データの圧縮機能、メール機能や国内他社
CAD、海外CADとの受渡し用互換フォーマットへの変換機能を標準で持
つ。ライセンスは初期契約料は不要で１年の利用料を含む。
アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のグ
レーディングソフト。Pattern MagicⅡで作成したパターンデータをマス
ターとして、東レのグレーディング方式(計算式方式)によって、短時間で
正確にマスターパターンからのサイズ展開を行う。婦人服、紳士服から、
スポーツ、制服などのイレギュラーサイズ展開まで、様々な衣服に対し
て利用可能。デザインやシルエットを崩さずに高品質なサイズ展開を実
現。顧客（企業、ブランド）毎のグレーディングルール、ピッチコードをマ
スターとして複数取り込むことができ、顧客を選択することにより容易に
切り替えができる。また、データベースと連動して、顧客毎のデータ検索
が容易にできる。ライセンスは初期契約料は不要で１年の利用料を含
む。
アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」の
マーキングソフト。用尺見積もりから裁断用マーキングまで、アパレル生
産の様々なプロセスに対応できる。パターンデータに対して生地区分、
生地幅、柄、間隔などの条件を設定するだけで、数百パーツでも効率良
くマーキングを行うことが可能。マーカーマジックⅡは、メーカーや縫製
工場の課題である「作業時間の短縮」「ミスの軽減」「収率の向上」を実
現するためのプロフェッショナルツール。ライセンスは初期契約料は不要
で１年の利用料を含む。

-

〇

P-06

-

〇

P-06

-

〇

P-06

Marker MagicⅡnote １年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のア
パレル会社向けマーキングソフト。実寸出力は行わないが、要尺見積が
可能。Marker MagicⅡ同様、パターンデータに対して生地区分、生地
幅、柄、間隔などの条件を設定するだけで、数百パーツでも効率良く
マーキングを行うことが可能。ライセンスは初期契約料は不要で１年の
利用料を含む。

-

〇

P-06

Pattern MagicⅡ 3D １年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」の３D
バーチャルフィッティングソフトウェアでPattern MagicⅡのオプションソフ
トウェア。アパレルのパターンメーキング工程では、新しい原型やファー
ストサンプルパターンを作成するまでに、製図・シーチングの裁断・組上
げ・トルソへ着せ付け・確認・修正を、手間と時間をかけて立体補正作業
を繰り返す。パターンマジックⅡ3Dは、これらの作業を3Dバーチャルで
行うことで、新しい作業の効率化を提案する。ライセンスは初期契約料
は不要で１年の利用料を含む。

-

〇

P-06

TL02-0010764

TL02-0015514

TL02-0016466

TL02-0017967

TL02-0018172

PM2C1Y

GR2C1Y

MR2C1Y

MR2nC1Y

PM23DC1Y

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

Pattern MagicⅡ クレアクラウドサービス
１年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のパ
ターンメイキングソフトをクラウドサービスとして提供。パターンデータ（型
紙データ）作成のために豊富な機能を搭載。メニューのリボン表示、パ
ターンのパーツ化候補図形の自動判断や、パーツ化状態での図形編集
など新しい機能を持つ。作図機能だけでなく、アパレル会社と縫製工場
間やアパレル会社と外注先のデータの受け渡しに必携。データの圧縮
機能、メール機能や国内他社CAD、海外CADとの受渡し用互換フォー
マットへの変換機能を標準で持つ。ライセンス認証とデータベースをクラ
ウドサービスで行い、いつでもどこでも利用可能。ライセンスは１年の利
用料。クラウドオプションが別途必要。

〇

〇

P-06

Grading MagicⅡ クレアクラウドサービス
１年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のグ
レーディングソフトををクラウドサービスとして提供。。Pattern MagicⅡで
作成したパターンデータをマスターとして、東レのグレーディング方式(計
算式方式)によって、短時間で正確にマスターパターンからのサイズ展開
を行う。婦人服、紳士服から、スポーツ、制服などのイレギュラーサイズ
展開まで、様々な衣服に対して利用可能。デザインやシルエットを崩さ
ずに高品質なサイズ展開を実現。顧客（企業、ブランド）毎のグレーディ
ングルール、ピッチコードをマスターとして複数取り込むことができ、顧客
を選択することにより容易に切り替えができる。また、データベースと連
動して、顧客毎のデータ検索が容易にできる。ライセンス認証とデータ
ベースをクラウドサービスで行い、いつでもどこでも利用可能。ライセン
スは１年の利用料。クラウドオプションが別途必要。

〇

〇

P-06

Marker MagicⅡ クレアクラウドサービス
１年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」の
マーキングソフトをクラウドサービスとして提供。用尺見積もりから裁断
用マーキングまで、アパレル生産の様々なプロセスに対応できる。パ
ターンデータに対して生地区分、生地幅、柄、間隔などの条件を設定す
るだけで、数百パーツでも効率良くマーキングを行うことが可能。マー
カーマジックⅡは、メーカーや縫製工場の課題である「作業時間の短縮」
「ミスの軽減」「収率の向上」を実現するためのプロフェッショナルツー
ル。ライセンス認証とデータベースをクラウドサービスで行い、いつでも
どこでも利用可能。ライセンスは１年の利用料。クラウドオプションが別
途必要。

〇

〇

P-06

Marker MagicⅡnote クレアクラウドサービス
１年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のア
パレル会社向けマーキングソフトをクラウドサービスとして提供。実寸出
力は行わないが、要尺見積が可能。Marker MagicⅡ同様、パターンデー
タに対して生地区分、生地幅、柄、間隔などの条件を設定するだけで、
数百パーツでも効率良くマーキングを行うことが可能。ライセンス認証と
データベースをクラウドサービスで行い、いつでもどこでも利用可能。ラ
イセンスは１年の利用料。クラウドオプションが別途必要。

〇

〇

P-06

Pattern MagicⅡ 3D クレアクラウドサービス
１年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」の３D
バーチャルフィッティングソフトウェアでPattern MagicⅡのオプションソフ
トウェアをクラウドサービスとして提供。アパレルのパターンメーキング工
程では、新しい原型やファーストサンプルパターンを作成するまでに、製
図・シーチングの裁断・組上げ・トルソへ着せ付け・確認・修正を、手間と
時間をかけて立体補正作業を繰り返す。パターンマジックⅡ3Dは、これ
らの作業を3Dバーチャルで行うことで、新しい作業の効率化を提案す
る。ライセンス認証とデータベースをクラウドサービスで行い、いつでもど
こでも利用可能。ライセンスは１年の利用料。クラウドオプションが別途
必要。

〇

〇

P-06

TL02-0010737

TL02-0015455

TL02-0016397

TL02-0017758

TL02-0018151

PM2CH1Y

GR2CH1Y

MR2CH1Y

MR2nCH1Y

PM23DCH1Y

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

Pattern MagicⅡ クレアクラウドサービス
標準契約利用期間1年

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のパ
ターンメイキングソフトをクラウドサービスとして提供。パターンデータ（型
紙データ）作成のために豊富な機能を搭載。メニューのリボン表示、パ
ターンのパーツ化候補図形の自動判断や、パーツ化状態での図形編集
など新しい機能を持つ。作図機能だけでなく、アパレル会社と縫製工場
間やアパレル会社と外注先のデータの受け渡しに必携。データの圧縮
機能、メール機能や国内他社CAD、海外CADとの受渡し用互換フォー
マットへの変換機能を標準で持つ。ライセンス認証とデータベースをクラ
ウドサービスで行い、いつでもどこでも利用可能。ライセンスは初期契約
料と１年の利用料を含む。クラウドオプションが別途必要。

〇

〇

P-06

Grading MagicⅡ クレアクラウドサービス
標準契約利用期間1年

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のグ
レーディングソフトををクラウドサービスとして提供。。Pattern MagicⅡで
作成したパターンデータをマスターとして、東レのグレーディング方式(計
算式方式)によって、短時間で正確にマスターパターンからのサイズ展開
を行う。婦人服、紳士服から、スポーツ、制服などのイレギュラーサイズ
展開まで、様々な衣服に対して利用可能。デザインやシルエットを崩さ
ずに高品質なサイズ展開を実現。顧客（企業、ブランド）毎のグレーディ
ングルール、ピッチコードをマスターとして複数取り込むことができ、顧客
を選択することにより容易に切り替えができる。また、データベースと連
動して、顧客毎のデータ検索が容易にできる。ライセンス認証とデータ
ベースをクラウドサービスで行い、いつでもどこでも利用可能。ライセン
スは初期契約料と１年の利用料を含む。クラウドオプションが別途必要。

〇

〇

P-06

Marker MagicⅡ クレアクラウドサービス
標準契約利用期間1年

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」の
マーキングソフトをクラウドサービスとして提供。用尺見積もりから裁断
用マーキングまで、アパレル生産の様々なプロセスに対応できる。パ
ターンデータに対して生地区分、生地幅、柄、間隔などの条件を設定す
るだけで、数百パーツでも効率良くマーキングを行うことが可能。マー
カーマジックⅡは、メーカーや縫製工場の課題である「作業時間の短縮」
「ミスの軽減」「収率の向上」を実現するためのプロフェッショナルツー
ル。ライセンス認証とデータベースをクラウドサービスで行い、いつでも
どこでも利用可能。ライセンスは初期契約料と１年の利用料を含む。クラ
ウドオプションが別途必要。

〇

〇

P-06

Marker MagicⅡnote クレアクラウドサービス
標準契約利用期間1年

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のア
パレル会社向けマーキングソフトをクラウドサービスとして提供。実寸出
力は行わないが、要尺見積が可能。Marker MagicⅡ同様、パターンデー
タに対して生地区分、生地幅、柄、間隔などの条件を設定するだけで、
数百パーツでも効率良くマーキングを行うことが可能。ライセンス認証と
データベースをクラウドサービスで行い、いつでもどこでも利用可能。ラ
イセンスは初期契約料と１年の利用料を含む。クラウドオプションが別途
必要。

〇

〇

P-06

Pattern MagicⅡ 3D クレアクラウドサービス
標準契約利用期間1年

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」の３D
バーチャルフィッティングソフトウェアでPattern MagicⅡのオプションソフ
トウェアをクラウドサービスとして提供。アパレルのパターンメーキング工
程では、新しい原型やファーストサンプルパターンを作成するまでに、製
図・シーチングの裁断・組上げ・トルソへ着せ付け・確認・修正を、手間と
時間をかけて立体補正作業を繰り返す。パターンマジックⅡ3Dは、これ
らの作業を3Dバーチャルで行うことで、新しい作業の効率化を提案す
る。ライセンス認証とデータベースをクラウドサービスで行い、いつでもど
こでも利用可能。ライセンスは初期契約料と１年の利用料を含む。クラウ
ドオプションが別途必要。

〇

〇

P-06

TL02-0010776

TL02-0015478

TL02-0016428

TL02-0017933

TL02-0018163

PM2C5Y

GR2C5Y

MR2C5Y

MR2nC5Y

PM23DC5Y

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

Pattern MagicⅡ クレアクラウドサービス
5年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のパ
ターンメイキングソフトをクラウドサービスとして提供。パターンデータ（型
紙データ）作成のために豊富な機能を搭載。メニューのリボン表示、パ
ターンのパーツ化候補図形の自動判断や、パーツ化状態での図形編集
など新しい機能を持つ。作図機能だけでなく、アパレル会社と縫製工場
間やアパレル会社と外注先のデータの受け渡しに必携。データの圧縮
機能、メール機能や国内他社CAD、海外CADとの受渡し用互換フォー
マットへの変換機能を標準で持つ。ライセンス認証とデータベースをクラ
ウドサービスで行い、いつでもどこでも利用可能。５年契約。

〇

〇

P-06

Grading MagicⅡ クレアクラウドサービス
5年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のグ
レーディングソフトををクラウドサービスとして提供。。Pattern MagicⅡで
作成したパターンデータをマスターとして、東レのグレーディング方式(計
算式方式)によって、短時間で正確にマスターパターンからのサイズ展開
を行う。婦人服、紳士服から、スポーツ、制服などのイレギュラーサイズ
展開まで、様々な衣服に対して利用可能。デザインやシルエットを崩さ
ずに高品質なサイズ展開を実現。顧客（企業、ブランド）毎のグレーディ
ングルール、ピッチコードをマスターとして複数取り込むことができ、顧客
を選択することにより容易に切り替えができる。また、データベースと連
動して、顧客毎のデータ検索が容易にできる。ライセンス認証とデータ
ベースをクラウドサービスで行い、いつでもどこでも利用可能。ライセン
スは初期契約料と5年の利用料を含む。クラウドオプションが別途必要。

〇

〇

P-06

Marker MagicⅡ クレアクラウドサービス
5年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」の
マーキングソフトをクラウドサービスとして提供。用尺見積もりから裁断
用マーキングまで、アパレル生産の様々なプロセスに対応できる。パ
ターンデータに対して生地区分、生地幅、柄、間隔などの条件を設定す
るだけで、数百パーツでも効率良くマーキングを行うことが可能。マー
カーマジックⅡは、メーカーや縫製工場の課題である「作業時間の短縮」
「ミスの軽減」「収率の向上」を実現するためのプロフェッショナルツー
ル。ライセンス認証とデータベースをクラウドサービスで行い、いつでも
どこでも利用可能。ライセンスは初期契約料と5年の利用料を含む。クラ
ウドオプションが別途必要。

〇

〇

P-06

Marker MagicⅡnote クレアクラウドサービス
5年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」のア
パレル会社向けマーキングソフトをクラウドサービスとして提供。実寸出
力は行わないが、要尺見積が可能。Marker MagicⅡ同様、パターンデー
タに対して生地区分、生地幅、柄、間隔などの条件を設定するだけで、
数百パーツでも効率良くマーキングを行うことが可能。ライセンス認証と
データベースをクラウドサービスで行い、いつでもどこでも利用可能。ラ
イセンスは初期契約料と5年の利用料を含む。クラウドオプションが別途
必要。

〇

〇

P-06

Pattern MagicⅡ 3D クレアクラウドサービス
5年契約

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」の３D
バーチャルフィッティングソフトウェアでPattern MagicⅡのオプションソフ
トウェアをクラウドサービスとして提供。アパレルのパターンメーキング工
程では、新しい原型やファーストサンプルパターンを作成するまでに、製
図・シーチングの裁断・組上げ・トルソへ着せ付け・確認・修正を、手間と
時間をかけて立体補正作業を繰り返す。パターンマジックⅡ3Dは、これ
らの作業を3Dバーチャルで行うことで、新しい作業の効率化を提案す
る。ライセンス認証とデータベースをクラウドサービスで行い、いつでもど
こでも利用可能。ライセンスは初期契約料と5年の利用料を含む。クラウ
ドオプションが別途必要。

〇

〇

P-06

TL02-0077855

TL02-0077952

KEYSHOTSN

KEYSHOTPROSN

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

KEYSHOT シングルノードライセンス

KeyShotは、もっとも簡単で強力なレンダリング・アニメーションソフトウェ
アです。製品コンセプト資料、デジタル試作、販売・マーケティング用プレ
ゼンテーション資料などを 3Dデータから作成することが出来ます。3Dモ
デルから本物の写真のような画像をつくるのに、レンダリングのプロにな
る必要はありません。モデルデータをKeyShotに取り込んで、モデルに素
材をドラッグ＆ドロップし、ライティングを調整し、カメラを動かすだけで
す。それで終了。すべて簡単に目の前で行えます。KeyShotの操作はほ
んの数分で習得できます。製造やマーケティングなど、製品開発のあら
ゆる場面でお使い頂けます。

-

〇

P-06

KEYSHOT PRO シングルノードライセンス

KeyShotは、もっとも簡単で強力なレンダリング・アニメーションソフトウェ
アです。製品コンセプト資料、デジタル試作、販売・マーケティング用プレ
ゼンテーション資料などを 3Dデータから作成することが出来ます。3Dモ
デルから本物の写真のような画像をつくるのに、レンダリングのプロにな
る必要はありません。モデルデータをKeyShotに取り込んで、モデルに素
材をドラッグ＆ドロップし、ライティングを調整し、カメラを動かすだけで
す。それで終了。すべて簡単に目の前で行えます。KeyShotの操作はほ
んの数分で習得できます。KeyShot Proはオプションモジュール以外の
KeyShotの機能を全て装備したスタンドアローンパッケージです。製造や
マーケティングなど、製品開発のあらゆる場面でお使い頂けます。

-

〇

P-06

TL02-0020263

TL02-0020529

TL02-0032593

TL02-0020561

TL02-0020663

TL02-0032633

XMH1Y

XM1Y

XM5Y

XMCH1Y

XMC1Y

XMC5Y

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

単体ソフトウェア

XiForm Magic 標準契約 利用期間１年

縫製仕様書作成システムXiForm Magic(サイフォームマジック)は、パタン
ナー/MD/デザイナー/生産管理者の間で情報の共有ができ、蓄積した
データを管理・活用し「業務の無駄」を最小限に抑えることが可能。「絵
型」「縫製仕様書」「原価計算書」など数種類の帳票があり、情報はデー
タベースで管理。それらの帳票に対して製品情報の共有ができるので、
帳票の作成(転記)ミスが削減される。基幹システムや他のアプリケー
ションと連携ができるので、取引先のExcelの仕様書や、社内で管理して
いる附属情報や生地情報の取り込みが可能。ライセンスは初期契約料
と１年の利用料を含む。

-

〇

P-03
P-06

XiForm Magic １年契約

縫製仕様書作成システムXiForm Magic(サイフォームマジック)は、パタン
ナー/MD/デザイナー/生産管理者の間で情報の共有ができ、蓄積した
データを管理・活用し「業務の無駄」を最小限に抑えることが可能。「絵
型」「縫製仕様書」「原価計算書」など数種類の帳票があり、情報はデー
タベースで管理。それらの帳票に対して製品情報の共有ができるので、
帳票の作成(転記)ミスが削減される。基幹システムや他のアプリケー
ションと連携ができるので、取引先のExcelの仕様書や、社内で管理して
いる附属情報や生地情報の取り込みが可能。ライセンスは初期契約料
は不要で１年の利用料を含む。

-

〇

P-03
P-06

XiForm Magic 5年契約

縫製仕様書作成システムXiForm Magic(サイフォームマジック)は、パタン
ナー/MD/デザイナー/生産管理者の間で情報の共有ができ、蓄積した
データを管理・活用し「業務の無駄」を最小限に抑えることが可能。「絵
型」「縫製仕様書」「原価計算書」など数種類の帳票があり、情報はデー
タベースで管理。それらの帳票に対して製品情報の共有ができるので、
帳票の作成(転記)ミスが削減される。基幹システムや他のアプリケー
ションと連携ができるので、取引先のExcelの仕様書や、社内で管理して
いる附属情報や生地情報の取り込みが可能。５年契約。

-

〇

P-03
P-06

XIFORM MAGIC Cloud 標準契約 利用期間１年

縫製仕様書作成システムXiForm Magic(サイフォームマジック)をクラウド
サービスとした。パタンナー/MD/デザイナー/生産管理者の間で情報の
共有ができ、蓄積したデータを管理・活用し「業務の無駄」を最小限に抑
えることが可能。「絵型」「縫製仕様書」「原価計算書」など数種類の帳票
があり、情報はクラウド上のデータベースで管理。それらの帳票に対して
製品情報の共有ができるので、帳票の作成(転記)ミスが削減される。基
幹システムや他のアプリケーションと連携ができるので、取引先のExcel
の仕様書や、社内で管理している附属情報や生地情報の取り込みが可
能。ライセンスは初期契約料と１年の利用料を含む。

〇

〇

P-03
P-06

XIFORM MAGIC Cloud １年契約

縫製仕様書作成システムXiForm Magic(サイフォームマジック)をクラウド
サービスとした。パタンナー/MD/デザイナー/生産管理者の間で情報の
共有ができ、蓄積したデータを管理・活用し「業務の無駄」を最小限に抑
えることが可能。「絵型」「縫製仕様書」「原価計算書」など数種類の帳票
があり、情報はクラウド上のデータベースで管理。それらの帳票に対して
製品情報の共有ができるので、帳票の作成(転記)ミスが削減される。基
幹システムや他のアプリケーションと連携ができるので、取引先のExcel
の仕様書や、社内で管理している附属情報や生地情報の取り込みが可
能。ライセンスは１年の利用料。クラウドオプションが別途必要。

〇

〇

P-03
P-06

XIFORM MAGIC Cloud ５年契約

縫製仕様書作成システムXiForm Magic(サイフォームマジック)をクラウド
サービスとした。パタンナー/MD/デザイナー/生産管理者の間で情報の
共有ができ、蓄積したデータを管理・活用し「業務の無駄」を最小限に抑
えることが可能。「絵型」「縫製仕様書」「原価計算書」など数種類の帳票
があり、情報はクラウド上のデータベースで管理。それらの帳票に対して
製品情報の共有ができるので、帳票の作成(転記)ミスが削減される。基
幹システムや他のアプリケーションと連携ができるので、取引先のExcel
の仕様書や、社内で管理している附属情報や生地情報の取り込みが可
能。５年契約。クラウドオプションが別途必要。

〇

〇

P-03
P-06

TL02-0056206

TL02-0038279

TL02-0077684

TL02-0051322

TL02-0049745

TL02-0077710

TL02-0050445

AYATORI1Y

XMH1YR

XM1YR

XM5YR

XMCH1YR

XMC1YR

XMC5YR

単体ソフトウェア

連携型ソフトウェア

連携型ソフトウェア

連携型ソフトウェア

連携型ソフトウェア

連携型ソフトウェア

連携型ソフトウェア

AYATORI １年契約

AYATORIとは「製造データ」と「コミュニケーション」をデジタル一元管理で
きるサービス。
データ管理機能:縫製仕様書や商品マスタなど製造に必要な全ての情報
を効率的に蓄積できます。
情報は編集/更新/検索ができ変更履歴も残ります。
共有機能:社外の関係者を無料で招待可能です。
権限管理もでき誰がどの情報にアクセスできるかコントロールできます。
タスクコメント機能:AYATORI上でコミュニケーションが完結。
タスクでワークフローを可視化することで業務の円滑化が可能。

〇

〇

P-07

XIFORM MAGIC 標準契約 利用期間１年 連携

XIFORM MAGICは「絵型」「縫製仕様書」「原価計算書」「在庫管理台帳」
「仕入台帳」「売上台帳」「発注書」など数種類のレイアウト帳票があり、
情報はデータベースSQL Server(無料版または有料版)で管理。それら
の帳票に対して製品情報の共有ができる。プロセスP-06のパタンナー
/MD/デザイナー/生産管理者とプロセスP-03の在庫管理者/発注者で
生地マスター/仕入/売上/在庫情報をリアルタイムに共有して入力等の
低減化を図り生産性を向上できる。また、プロセスP-06のCREACOMPO
Ⅱのデータ（パターンデータ、マーカーデータ、用尺）を直接取り込んだ
り、他社とファイルベースの送受も可能。

-

〇

P-03
P-06

XIFORM MAGIC １年契約 連携

XIFORM MAGICは「絵型」「縫製仕様書」「原価計算書」「在庫管理台帳」
「仕入台帳」「売上台帳」「発注書」など数種類のレイアウト帳票があり、
情報はデータベースSQL Server(無料版または有料版)で管理。それら
の帳票に対して製品情報の共有ができる。プロセスP-06のパタンナー
/MD/デザイナー/生産管理者とプロセスP-03の在庫管理者/発注者で
生地マスター/仕入/売上/在庫情報をリアルタイムに共有して入力等の
低減化を図り生産性を向上できる。また、プロセスP-06のCREACOMPO
Ⅱのデータ（パターンデータ、マーカーデータ、用尺）を直接取り込んだ
り、他社とファイルベースの送受も可能。

-

〇

P-03
P-06

XIFORM MAGIC ５年契約 連携

XIFORM MAGICは「絵型」「縫製仕様書」「原価計算書」「在庫管理台帳」
「仕入台帳」「売上台帳」「発注書」など数種類のレイアウト帳票があり、
情報はデータベースSQL Server(無料版または有料版)で管理。それら
の帳票に対して製品情報の共有ができる。プロセスP-06のパタンナー
/MD/デザイナー/生産管理者とプロセスP-03の在庫管理者/発注者で
生地マスター/仕入/売上/在庫情報をリアルタイムに共有して入力等の
低減化を図り生産性を向上できる。また、プロセスP-06のCREACOMPO
Ⅱのデータ（パターンデータ、マーカーデータ、用尺）を直接取り込んだ
り、他社とファイルベースの送受も可能。

-

〇

P-03
P-06

XIFORM MAGIC Cloud
標準契約 利用期間１年 連携

XIFORM MAGIC Cloudは「絵型」「縫製仕様書」「原価計算書」「在庫管理
台帳」「仕入台帳」「売上台帳」「発注書」など数種類のレイアウト帳票が
あり、情報はクラウドオプションのクラウドデータベースで管理。それらの
帳票に対して製品情報の共有ができる。プロセスP-06のパタンナー
/MD/デザイナー/生産管理者とプロセスP-03の在庫管理者/発注者で
生地マスター/仕入/売上/在庫情報をリアルタイムに共有して入力等の
低減化を図り生産性を向上できる。また、プロセスP-06のCREACOMPO
Ⅱのデータ（パターンデータ、マーカーデータ、用尺）を直接取り込んだ
り、他社とファイルベースの送受も可能。

〇

〇

P-03
P-06

XIFORM MAGIC Cloud １年契約 連携

XIFORM MAGIC Cloudは「絵型」「縫製仕様書」「原価計算書」「在庫管理
台帳」「仕入台帳」「売上台帳」「発注書」など数種類のレイアウト帳票が
あり、情報はクラウドオプションのクラウドデータベースで管理。それらの
帳票に対して製品情報の共有ができる。プロセスP-06のパタンナー
/MD/デザイナー/生産管理者とプロセスP-03の在庫管理者/発注者で
生地マスター/仕入/売上/在庫情報をリアルタイムに共有して入力等の
低減化を図り生産性を向上できる。また、プロセスP-06のCREACOMPO
Ⅱのデータ（パターンデータ、マーカーデータ、用尺）を直接取り込んだ
り、他社とファイルベースの送受も可能。

〇

〇

P-03
P-06

XIFORM MAGIC Cloud ５年契約 連携

XIFORM MAGIC Cloudは「絵型」「縫製仕様書」「原価計算書」「在庫管理
台帳」「仕入台帳」「売上台帳」「発注書」など数種類のレイアウト帳票が
あり、情報はクラウドオプションのクラウドデータベースで管理。それらの
帳票に対して製品情報の共有ができる。プロセスP-06のパタンナー
/MD/デザイナー/生産管理者とプロセスP-03の在庫管理者/発注者で
生地マスター/仕入/売上/在庫情報をリアルタイムに共有して入力等の
低減化を図り生産性を向上できる。また、プロセスP-06のCREACOMPO
Ⅱのデータ（パターンデータ、マーカーデータ、用尺）を直接取り込んだ
り、他社とファイルベースの送受も可能。

〇

〇

P-03
P-06

TL02-0018223

SETTING

TL02-0020028

TRAINING

TL02-0020994

LAYOUT

TL02-0051801

CADDATACVT

TL02-0051806

CADDATACVTA

TL02-0034718

AAV

導入設定、マニュアル作成、
導入研修
導入設定、マニュアル作成、
導入研修
導入設定、マニュアル作成、
導入研修
導入設定、マニュアル作成、
導入研修
導入設定、マニュアル作成、
導入研修

機能拡張

初期設定作業
トレーニング
XiForm Magic レイアウト作成

初期設定作業、インストール、サーバー設定、アクティベーションなど
導入研修、操作説明
XiForm Magic レイアウト作成費用 ページ毎

CAD・XIFORMデータ変換基本作業費

CREACOMPOⅡやXiForm Magicと互換性のある古いCADシステムの
データを新システムで変換して、ＤＢへアップロードする作業。

CAD・XIFORMデータ変換追加作業費

CREACOMPOⅡやXiForm Magicと互換性のある古いCADシステムの
データを新システムで変換して、ＤＢへアップロードする作業。10,000件
を超えたときの追加作業費。

Auto Advance

アパレルCADシステムのデファクトスタンダード「CREACOMPOⅡ」の自
動マーキングソフトウェア。Marker MagicⅡ標準の自動マーキング機能
よりもさらに高精度なマーキングを自動で実行するオリジナルツール。専
用の計算エンジンで処理も高速化。Marker Magic Ⅱのデータを自動で
処理し、結果をMarker Magic Ⅱに返す。バッチ処理が可能で夜間などで
自動処理を可能にし、生産性を大きく向上させるソフトウェア。Marker
Magic Ⅱ、Marker Magic Ⅱnote（オンプレミス、クラウド）と連動する。
アパレルCADシステム「CREACOMPOⅡ」、縫製仕様書システム
「XiForm Magic」をクライアントサーバータイプで使用するときのデータ
ベース。Pattern MagicⅡ、Grading MagicⅡ、Marker Magic Ⅱ、Marker
Magic Ⅱnote、XiForm Magicで使用する。
クラウドサービス年間利用料（DB10GB含む)
クラウドサービス利用料（DB10GB含む)5年
クラウドサービスDB追加利用料（10GB)１年
クラウドサービスDB追加利用料（10GB)５年

TL02-0020815

SQLSTDDB

機能拡張

SQL Server Standard

TL02-0018184
TL02-0032505
TL02-0020958
TL02-0032545

CLO1Y
CLO5Y
CLOA1Y
CLOA5Y

機能拡張
機能拡張
機能拡張
機能拡張

クラウドオプション基本年間利用料
クラウドオプション基本利用期間5年
クラウドオプション追加DB年間利用料
クラウドオプション追加DB５年契約

保守・サポート

KEYSHOT シングルノードライセンス
メンテナンス１年

KEYSHOTシングルノードライセンスの１年間のメンテナンス契約。
・ 契約期間内にリリースされたメジャーバージョンアップ版ソフトウェアを
無償で利用できます。・e-mailによるテクニカルサポートが受けられま
す。

保守・サポート

KEYSHOTPRO シングルノードライセンス
メンテナンス１年

KEYSHOTPROシングルノードライセンスの１年間のメンテナンス契約。
・ 契約期間内にリリースされたメジャーバージョンアップ版ソフトウェアを
無償で利用できます。・e-mailによるテクニカルサポートが受けられま
す。

TL02-0080974

TL02-0081047

KEYSHOTSNM1Y

KEYSHOTPROSNM1Y

