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Revolutionary CAD System

初期費用0円
年間保守契約料0円
月額使用料 3,800円／9,500円
日本語／英語／中国語対応(ソフトウェア)
コンバータ対応 
フルカスタマイズ
オリジナル図面枠作成
ストローク機能
描画優先順位の設定機能
Ref（参照名）更新機能
選択Ref更新機能
検索の正規表現機能
メモ機能
部品コスト自動計算機能
表示色設定
回路レイヤー機能
結線毎の表示色設定
フィルタ機能
部品のゲート
部品のオルタネート
部品の絞込み検索
部品属性の表示切替機能
回路図上でのピン移動
回路図上での部品サイズ変更
部品追加時の自動結線接続
自動結線機能
パラレル自動結線機能
障害物回避自動結線機能
一点アース機能
部品移動時の結線の追従
ラベルの自動インクリメント
自動アドレス/ページ追加機能
図形分割
図形塗りつぶし
BOM部品表カスタマイズ
回路図検証機能
デザインルールチェック機能
一括バッチ印刷機能
PDM連携
DB連携自動バックアップ
配線層数 無制限
オブジェクトの塗り潰し表示
オブジェクトの輪郭表示
オブジェクトの輪郭表示印刷
重なり部分の透過表示
GRID/SNAP同時表示
ドリル穴の表示
内層のサ－マル形状の表示
ピン上にネット名を表示
ピン上にピン番号を表示
ネット単位の色指定
ネット単位の色指定出力
ネット単位の配線幅指定
ネット単位の配線層指定
ネット単位のビア指定
ネット単位に表示／非表示の指定
基板外形スリット入力
画面上でのネットの追加、削除
部品配置
座標数値入力による配置
オフセット配置（相対座標）
回転移動
ミラ－配置
配置位置固定
部品の整列
テストポイント追加
配線リル－ト
45度／90度配線
フリ－アングル配線
任意の角度での配線
配線中の線幅変更
配線テ－パ－処理
ティアドロップ処理
ピンスワップ
束配線機能
ジャンパ－線追加
半自動配線機能
インピ－ダンス測定配線機能
差動ペア配線機能
等長配線機能
動的ベタ
円弧ベタ
ベタカットアウト
ベタの形状変更
トリミング（Cカット/円弧/90度）
ラインオフセット
オブジェクトの整列
画像ファイルの挿入
各種寸法機能
日本語文字の銅箔デ－タ
デザインル－ルチェック
DFM製造チェック（MRC）
オンラインDRC
クリアランス表示／確認
ネットクラスDRC
Gerber出力
ODB++出力
3Dデ－タ入出力（STEP/IDF）
DXF入出力
DRILLデ－タ出力
CSV形式の部品リストの出力
自動部品作成ウィザ－ド（IPC準拠）
回路図＆PCBの差分比較（双方向）

回路図エディタ

豊富なルールチェック
充実したチェック機能により、ミスなく運用ルールを考
慮した回路図を作成することができます。電気特性検
証の自動ERCチェックはもちろん、見た目を確認するデ
ザインルールチェックもご用意しております。

自動結線＋束結線
結線作業を容易にするため、接続したいピン同士をクリ
ックするだけで、障害物（部品など）を回避して自動で結
線が可能です。また、束結線にて一括で複数の結線を
行うこともできます。

デバイスブロック
過去に作成した実績のある回路図をブロック化して保
存することができます。新規に設計する際に実績のあ
る回路ブロックをプロジェクト間で使用し、流用設計が
可能です。

一点接続（一点アース）
異なる2つのGNDを1点でまとめる「一点接続機能」に
より、PCB設計時のDRC対象外となるため、これまでの
目視チェックがなくなり、配線作業の時間短縮が可能と
なります。

新旧データ差分比較
「回路図とPCB」「回路図と回路図」「PCBとPCB」など、
設計変更時のフォアードアノテーション、バックアノテ
ーションはもちろんのこと、回路図同士、PCB同士で新
旧データの差分比較も可能です。

ＰＣＢ設計指示／転送
回路設計者が意図する各種設計指示内容をデータ内
に入力することが可能です。設計指示の種類は「部品」
「ネット」「その他」に対して追加でき、部品については
バルーンにて指示内容の進捗も確認できます。
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プリント基板CAD/3Dツール

半自動／押し付け／ならい配線
配線中に自動で最短経路を算出し、ワンクリックで配線
を完了させることができます。コントロールボタンを押
しながらラッツをクリックするとDRC設定を考慮して最
短経路で自動配線します。

差動ペア／等長／束配線
ペア配線を指定し、配線間隔、配線長、配線許容差を設
定することができます。また、円弧の配線にも対応して
いるため、高速設計者の作業負担を軽減することがで
きます。

部品作成ウィザード（IPC準拠）
電子製品の組立てにおいて高い品質と信頼性を確保
できるIPC規格の数値を入力することで、部品ウィザー
ドでは部品パッド配置、正式外形、寸法線、シルク形状
を自動生成できます。

豊富なルールチェック（DRC／MRC）
基板上のクリアランス、配線幅、ビア形状、配線長、差動
指定、サーマル接続、ティアドロップなどのデザインチ
ェックはもちろん、「シルクとレジスト」や「レジストとパ
ターン」などの製造を考慮したチェックも可能です。

自由自在なベタ
電源/GND強化用ベタ入力、内層ベタ入力、表層自動
ベタ入力において、サーマル自動生成、障害物へのクリ
アランスリアルタイム更新、自動浮島削除機能を搭載。
スピーディーなベタ編集作業を実現します。

デザインルール領域
高密度設計のBGA周りなど、通常のDRCでは設定しき
れない領域に対し、別途DRC設定を追加することが可
能です。配線幅やクリアランス、ビア形状など、特別な
設定値をダイレクトで反映させることが可能です。

伝送線路解析への連携 （DSN）
伝送線路解析、電磁界解析、EMC対策はDSNファイル
を出力することで、各種シミュレータ（DEMITASNX、
HyperLynx、SignalAdviser等）と連携が可能です。
※各製品は各社商標登録されております。

エレキとメカのシームレス連携
基板設計データと筐体データとのシームレスな連携を
実現。試作製造段階で確認していた部品衝突・熱対策
などを試作前に確認することができ、設計コスト、設計
時間を大幅に短縮することが可能となります。

ODB＋＋ 出力
プリント基板の設計工程から製造/部品実装工程へ確
実に情報伝達するための統合されたデータベース
ODB++が出力できます。グローバルな企業間コミュ
ニケーションデータとして活用できます。

製造クリアランスの確認
アニュラリングの確認
シルク/ベタ最小線幅の確認
Reference角度の確認
部品配置層の確認
パッドオンビアの確認
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ODB

基板製造

部品実装

設計開発

PCB設計から基板製造・実装まで
一気通貫で対応できる
ODB++を出力可能。
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ネットリスト変換・照合
無償で使えるクラウドサービス

Allegro
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CR-5000BD

NETLIST CONVERSION & COMPARISON SERVICE

CADVANCE

MENTOR

対応フォーマット ※フォーマットの対応依頼は随時受付中
Protel, Allegro, OrCAD Capture, OrCAD PCBⅡ, WireList, CSiEDA5, EAGLE(PCB), EAGLE(SCH), MENTOR, Expedition PCB, 
PADS PowerPCB(v2-3), PADS PowerPCB(v4-5), WorkView, CADVANCE V, CADVANCE αⅢ, CADSTAR, CR-2000, 
CR-3000, CR-5000(BD), CR-5000PWS(CCF),CR-5000PWS(ECF), CR-8000(CCF), CR-8000(NDF), CADLUS, Calay, 
ComputerVision, DesignSpark, DK-Magic, DK-∑, D2 CAD, ECA, DEDIF 200, KiCad(Legacy), Intergraph, MM-2, 
MM-Colmo, MM-ColmoNEO, P-CAD(ASCII), P-CAD(ALT), P-CAD(NLT), P-CAD(WRL), SCICARDS, TANGO, Telesis, VISULA板厚

層構成

外形寸法

長穴の有無

シルク印刷面

レジスト印刷面
製造データ自動入力  

簡単１クリックで、ミスなく製造連携
製造に必要な情報をＰＣＢデータからダイレクトに連携することができます。
製造指示書作成の手間が省け、情報の入力ミスのリスクが大幅に軽減されます。

基板設計・製造プラットフォームElefab™

CADデータダイレクト送信

設計から実装まで１ストップ

国内最安値 国産の安定品質

決済１本化

スピード納品 手間・ミスなし

見積・発注を一元管理 １クリックでリピート発注

基板設計 基板製造 部品調達 部品実装

クラウド型PDMソリューション

Team MyArea Parts Process Knowledge
ファイルストレージユーザ・ライセンス管理 部品・データ管理 ワークフロー管理 ナレッジデータ管理

Share
部品データ共有

Force








