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分類 № 機能 説明 

種類 01 
インストール型ソフトウェア 

+クラウド保存 
作図データをパソコン保存とは別にクラウド保存可能 

ネット接続 02 インターネット接続必須 起動時・終了時認証／クラウド保存 

インストール 03 ダウンロード版 ソフトウェアはダウンロード 

製品版 04 ライセンス 認証 ID の入力で製品版 

データ形式 05 独自形式 .mdzx ファイル 

互換性 06 旧ソフトとの互換性 間取りプレミアム（.esz ファイル）の編集可能 

プラン 

価格・料金 

07 トライアル（体験版） 10 回起動まで保存・印刷・画像出力可能 

08 （ベーシック）ライトプラン 初期費用￥0／月額利用料￥980 

09 ベーシックプラン 初期費用￥9,800／月額利用料￥0 

10 ビジネスプラン 初期費用￥9,800／月額利用料￥1,000 

利用台数 11 何台でも利用可能 

①ライトプラン：同時起動 1台 

②ベーシックプラン：同時起動 1台 

③ビジネスプラン：同時起動 3台 

クラウド保存 12 
保存容量 

（パソコンへの保存とは別に） 

①② ライトプラン、ベーシックプラン＝25MB 

③ ビジネスプラン＝750MB 

画面 

インターフェイス 

13 タブ形式 タブとリボン形式（Office 風） 

14 リボンを隠す リボンを自動で隠す設定可能 

15 
マルチウインドウ 

最大 5 つまで平面図を開くことが可能 

16 別タブ間でのコピー、複製、貼り付け 

17 
表示フィルタ 

(描画パーツの表示・非表示) 

部屋（床・壁・部屋名）、建具、備品、外構、階段、壁・柱、線図形、文字、 

寸法、方位、下絵、画像 

18 階層 ①地下 1階～地上3階（標準）②地下 3階～地上10 階(ビジネスプラン) 

19 

階層 

（表示）各階層の表示名変更 

20 （基準階）特定の階を基準階とする 

21 （基準設定）階層表示の規定値設定 

22 （並び替え）階層の並びを変更 

23 作図領域 作図領域無制限 

24 範囲 拡大、縮小、全宅、範囲指定 

25 戻る・進む 作業を 10 回まで戻る・進む 

26 マウスでの拡大・縮小 マウスのホイールで拡大・縮小 

27 クロスカーソル 「ポイント」「クロスカーソル」の切り替え 

グリッド 

28 グリッド分割／ON・OFF 1～10 分割／グリッド OFF 設定 

29 グリッド値 （標準）1000mm、910mm、900mm 

30 グリッド値設定 任意のグリッド値設定（例：880mm） 

31 表示グリッド値設定 1～10 の分割数の表示選択 

32 作図途中のグリッド変更 1000mm で作図途中に 910mm に変更 

33 壁分割 対象の壁を均等に分割 

34 壁相対 対象の壁をグリッド分割時と同じサイズに分割 

下絵 

35 下絵取り込み機能 下絵画像を取り込んで、作図画面に表示 

36 下絵補正機能 ・角度補正 ・サイズ補正 ・基準点設定 

37 下絵の濃淡 スライダーによる 10 段階の濃淡 

38 下絵の保存 平面図保存と同時に下絵も保存 

39 下絵の削除 平面図作成途中の下絵データの削除 

 

 

 



分類 № 機能 説明 

表現 

40 表示スタイル 標準、英語、ポップなど 8 スタイル 

41 

多彩なカラー・表現 

カラーパレット（床の色、線の色、図形） 

42 自由な色を設定 

43 色の透過（半透明） 

44 グラデーション（4 パターン）「タテ方向」「ヨコ方向」「斜め方向」「中心」 

部屋 

（作図） 

45 作図方式（3種類） 

3 種類 

1）矩形（くけい）＝2点クリックで正方形・長方形の部屋を描画 

2）多角＝始点から曲がる位置で順にクリック 

3）アール＝2点で幅をクリック、出幅をドラッグ 

46 多角入力の戻る 
・多角での作図途中に右クリックで戻る 

・多角で直前のクリック地点の再クリックで戻る 

47 アール入力の描画 完全な円弧でアールの表現 

48 
右クリックで円弧 

（円弧に凹める） 
選択→右クリック→「円弧⇔直線に変換」 

49 角をアール形状 選択→右クリック→「この角を丸める」 

部屋 

（スタイル） 

50 部屋パターン 150 種類 

51 部屋リスト表示 イメージ+部屋名／下にプレビュー 

52 部屋カテゴリー 15 カテゴリー（和室、洋室、LDK、収納、玄関、廊下、階段、水廻り、外部など） 

53 部屋 表示スタイル 「リアル」「カラー」「白黒」と「床の模様」 

54 床 リアル（テクスチャ） 床の表現をリアルな画像で表現 

55 床のパターン 9 パターン（ヨコ、タテ、格子、右斜め、左斜め、斜め格子、畳、琉球畳、なし） 

部屋 

（スタイル） 

56 床 リアル（テクスチャ） 床の表現をリアルな画像で表現 

57 部屋名 文字のスタイル 「文字のみ」「文字の縁取り」「ラベル表示」 

58 部屋の壁の種類 4 パターン（壁あり、点線、二重線、壁なし） 

59 部屋の壁の色 標準（黒）、グレー、白抜き 

60 床の線の色 フローリングやタイルなどの線の色 

61 床の線の間隔 床の模様の幅 3種類：200ｍｍ/300ｍｍ/400mm 

62 和室の畳の線表示 
和室 2帖/3 帖/4 帖/4.5 帖/5 帖/6 帖/7.5 帖/8 帖/9 帖/10 帖で 

畳の線自動表示 

63 琉球畳 琉球畳の描画（半間に限る） 

部屋 

(入力) 

64 作図時にスタイル都度設定 部屋選択→部屋名設定→フォント設定／床の色・床の線→壁選択→部屋描画 

65 部屋登録 独自の色、模様、壁の部屋をリストに登録 

66 部屋のお気に入り よく使う部屋をお気に入りのカテゴリーに登録 

67 部屋サイズ自動表示 作図と同時に部屋名・サイズ自動表示： 例）和室 4.5 帖／洋室 6帖 

部屋 

（文字） 

68 部屋名 リッチテキスト形式：一文字ごとフォント、サイズ、色設定可能 

69 部屋名表示 「部屋名」「帖数」「帖」の ON/OFF 

70 小さな文字 フォントサイズ 最小「2 ポイント」まで可能 

71 大きさの単位 「帖」「畳」「㎡」の切り替え（初期設定） 

72 文字サイズ固定・自動 
固定：すべての部屋名の文字サイズ固定 

自動：部屋の大きさに対して自動変更 

73 文字装飾（スタイル） 太字、斜体、下線 

74 文字装飾（色） 文字の色、文字周囲の色 

75 縦書き文字 部屋名の縦書き 

76 部屋名文字の揃え 左揃え、中央揃え、右揃え 

77 部屋名の回転 作図後の部屋名文字の回転 

78 部屋名文字の位置移動 作図後の部屋名文字をドラッグで移動 

建具 
79 配置方式（３クリック） 壁上の 2点クリック→マウスで設置方向確定 

80 建具パターン 66 パターン 

 

 



分類 № 機能 説明 

建具 

81 建具リスト表示 イメージ+建具名／下にプレビュー 

82 建具カテゴリー 

①引き違い（サッシ、ふすま、引き違い戸） 

②ドア(片開き、両開き、親子、玄関ドア９ 

③折戸（折戸、アコーディオン） 

④その他（出窓、シャッター、FIX、開口部） 

83 雨戸・面格子 引き違い系の建具に「雨戸」「面格子」設置 

84 配置・表示設定 

①壁（ON/OFF）壁の両側の線 

②中心（ON/OFF）建具の位置 

③点線（ON/OFF）ドアなどを点線で表現 

備品 

85 配置方式（2 クリック） 部屋上で基準点をクリック→マウス回転確定 

86 壁に密着 備品の基準点側が、壁（の厚み）に応じて自動で吸着 

87 備品種類 約 700 種類（非表示備品を含む） 

88 備品リスト表示 イメージ+備品名（一部備品サイズ表示） 

89 備品カテゴリー 14 カテゴリー 

90 基準点選択 備品配置の基準点を選択（上下、左右、四隅、中心の 9 カ所） 

91 備品サイズ変更 
①選択→ハンドルドラッグでサイズ変更 

②縦横サイズ値による変更（固定・一方） 

92 備品左右反転 選択備品の左右反転 

93 備品編集 備品の作成・編集～登録機能 

外構 

94 配置方式（2 クリック） 配置位置で基準点をクリック→マウス回転確定 

95 外構種類 53 種類 

96 外構リスト表示 イメージ+パーツ名／下にプレビュー 

97 外構カテゴリー ①車など（汎用/Car_A/Car_B）②植栽 ③その他 

98 基準点選択 外構配置の基準点を選択（上下、左右、四隅、中心の 9 カ所） 

99 外構サイズ変更 選択→ハンドルドラッグでサイズ変更 

階段 

100 描画方法 始点クリック→（曲がりクリック）→終点でダブルクリック 

101 描画位置指定 「左側」「中心（標準）」「右側」から選択 

102 階段幅設定 グリッド幅標準／mm単位で設定可能 

103 段数指定 階段の直（半間・一間）と曲がり（90 度）の段数を設定 

104 階段カット 4 種類：カットなし、水平、左斜め、右斜め 

105 階段色 透明、カラーパレットから選択 

106 階段矢印 ・矢印表示（ON/OFF） ・矢印反転 

107 壁オフセット 
・階段幅を壁の厚み分控える（ON/OFF） 

・階段端を壁の厚み分控える（ON/OFF） 

108 階段パーツ選択 螺旋階段等パーツ選択～配置 

壁・柱 

109 （単独）壁描画方法 2 点クリック（始点→終点） 

110 柱・梁入力方法（3種類） 

1）矩形（くけい）＝2点クリックで正方形・長方形の柱を描画 

2）多角＝始点から曲がる位置で順にクリック 

3）アール＝2点で幅をクリック、出幅をドラッグ 

111 壁・柱 色変更 カラーパレットから選択 

112 壁厚み変更（４種類） ①60mm  ②120mm（標準）③240mm ④360mm 

113 壁厚み変更指定 
・部屋壁厚：作図中の全ての壁厚みを変更 

・指定変更：指定した 2 点部分の壁の厚みを変更 

114 柱配置（6種類） 柱、ポーチ柱、床柱、管柱、階段柱、通し柱 

 

 

 

 

 

 

 



分類 № 機能 説明 

線・図形 

115 全・図形種類 ①単線 ②連続線 ③矩形（長方形）④多角 ⑤円弧 ⑥円 

116 線の太さ設定 0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/10 ポイント 

117 線の色 カラーパレット 

118 （図形の）塗りつぶしの色 カラーパレット（半透過/グラデーション） 

119 線の種類 8 種類：実線/点線(丸)/点線(角)/破線/1 点鎖線/長破線/長鎖線/長 2点破線 

120 矢印の種類 6 種類：矢印なし/矢印/開いた矢印/鋭い矢印/ひし形矢印/円形矢印 

121 円弧の描画方法 2 種類：①始点、終点、角度 ②3点指定 

122 円の描画方法 2 種類：①中心、半径  ②2点指定 

123 塗りつぶしのスタイル なし、ヨコ、タテ、格子、右斜め、左斜め、斜め格子 

124 スタイルの線の色 カラーパレット 

寸法 

125 配置方法（3 クリック） 寸法の両端→配置位置で確定 

126 寸法値変更 選択→表示された寸法値のダブルクリック→値の入力で変更 

127 自動寸法表示 編集→自動寸法表示（編集不可） 

壁消去 

128 壁消去方法 
①2点指定： 壁上の 2点クリックで壁消去 

②範囲指定： 範囲内の壁を消去 

129 壁消去パターン 4 種類：①壁消去 ②完全開口 ③くり貫き開口（上框） ④下がり壁開口 

130 
右クリックで壁消去 

壁上右クリック→壁タイプ ①壁 ②完全開口 ③くり貫き開口 ④下がり壁開口 

131 壁上右クリック→表示・非表示 

方位 

132 配置方式（2 クリック） 配置位置で基準点をクリック→マウス回転確定 

133 方位種類 26 種類 

134 基準点選択 方位配置の基準点を選択（上下、左右、四隅、中心の 9 カ所） 

135 方位サイズ変更 選択→ハンドルドラッグでサイズ変更 

文字 

136 （単独）文字入力方法 
文字編集→画面上の文字開始地点で 

クリック→文字入力→範囲外クリックで確定 

137 文字装飾（スタイル） 太字、斜体、下線 

138 文字装飾（色） 文字の色、文字周囲の色 

139 文字の透かし カラーパレットで文字の濃淡（透明度）設定 

140 縦書き文字 文字の縦書き 

141 文字の揃え 左揃え、中央揃え、右揃え 

142 文字の回転 作図後の文字の回転 

143 文字の位置移動 作図後の文字をドラッグで移動 

144 文字のスタイル 「文字のみ」「文字の縁取り」「ラベル表示」 

編集 

145 画像コピー 作図中の平面図（含パーツ）を画像コピー→Word や Excel に（画像を）貼り付け 

146 複製 選択した平面図やパーツを複製 

147 コピー 選択した平面図やパーツをコピー 

148 貼り付け コピーした平面図やパーツを貼り付け 

149 階層コピー 表示されている階を別の階にコピー→コピー位置：同位置/上/下/左/右 

150 全階層回転 作成した平面図やパーツすべてを回転（回転角度：1度ごと任意設定） 

151 グループ化 選択した平面図やパーツをグループ化 

152 グループ解除 グループ化された平面図やパーツのグループ化解除 

153 最前面／最背面 選択した部屋やパーツを最前面/最背面に 

編集 

（画像挿入） 

154 画像挿入 編集→画像で作図エリアに画像を挿入 

155 画像の透かし 会社ロゴなどの画像を取り込み、濃淡で半透明の透かしとして反映 

156 画像のサイズ変更 取り込んだ画像を選択→ハンドルのドラッグで当倍に拡大・縮小 

 

 

 

 

 



分類 № 機能 説明 

右クリック編集 

157 反転複製 選択した部屋やパーツをを反転して複製→複製場所：上/下/左/右 

158 左右反転 選択した平面図やパーツを左右反転 

159 回転 選択した平面図やパーツを回転→回転角度：1度ごと任意設定 

160 削除 選択したパーツを削除 

161 テキスト編集 選択した部屋名や文字を編集 

162 部屋合成 複数の部屋選択→部屋合成で一方の部屋に合成 

163 部屋分割 選択した部屋の壁から壁を選択して二つに分割 

左クリック編集 

164 部屋の変更 部屋を選択→部屋リストで他の部屋をクリックで変更 

165 建具の変更 建具を選択→建具リストで他の建具をクリックで変更 

166 備品の変更 備品を選択→備品リストで他の備品をクリックで変更 

167 外構パーツの変更 外構パーツを選択→外構リストで他の外構→パーツをクリックで変更 

168 方位の変更 方位を選択→方位リストで他の方位をクリックで変更 

印刷 

169 プリンタ・用紙選択 

・パソコンに接続されているプリンタの選択 

・選択したプリンタの用紙サイズを選択 

・用紙方向（縦・横）設定 

170 平面図貼り付け 1 階、2 階、3 階などの各階を用紙に貼り付け～ドラッグでレイアウト 

171 貼り付け時縮尺 
貼り付ける平面図の縮尺サイズを選択 

1/30、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200、1/250、1/300 

172 用紙グリッド 用紙上のグリッド線（方眼紙）のサイズを任意のmm単位で設定 

173 貼り付け後縮尺変更 
平面図貼り付け後縮尺値の変更 

1/30、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200、1/250、1/300 

174 印刷画面操作 戻る/進む/拡大/縮小/範囲/すべて選択/削除/切り取り/コピー/貼り付け 

画像出力 

175 出力形式 
①JPG 形式 ②PNG形式（背景透明）③BMP形式 ④EMF ファイル 

⑥SVG ファイル（イラストレータ編集形式） 

176 描画指定 
①リアル ②カラー ③白黒 ④グラデーション 

・床の模様（ON/OFF） ・畳の線（ON/OFF） 

177 エフェクト（効果） ①なし ②スケッチ風 ③グレースケース 

178 出力サイズ 

①高画質（縮尺 約 1/50） 

②標準 （縮尺 約 1/100） 

③サイズ指定： ・一方指定：高さまたは幅の一方のサイズをピクセル単位で指定 

           ・高さ・幅指定： 高さと幅の両方のサイズをピクセル単位で指定 

環境設定 

179 部屋名フォント 部屋入力で表示される文字スタイルの設定 

180 編集入力フォント 文字入力で表示される文字スタイルの設定 

181 グリッド グリッド（画面上の方眼紙）の色設定 

182 寸法線 寸法線の描画パターンを選択 

183 建具 ドアなどの建具の白塗り、白抜きの設定 

184 部屋の表示 ・表示スタイル、部屋の表現、壁の色、床の線の幅、大きさの単位などを設定 

185 部屋リスト編集 部屋のリスト編集（色・テクスチャ設定） 

186 部屋のお気に入り 部屋のお気に入りで表示する部屋の設定 

187 保尊 保存フォルダ、自動バックアップの設定 

188 規定値に戻す 環境設定の規定値に戻す 

クラウド 

189 切断/接続 クラウドサービスへの切断、接続の切り替え 

190 ストレージへ クラウドページへを開く 

191 使用状況 クラウドサービスの使用状態（％）を表示 

192 ユーザー名変更 クラウド保存時に表示される利用者名設定 

193 アップロード確認 自動アップロード/常に確認 の切り替え 

バックアップ 
194 設定バックアップ 間取りクラウドの各種設定情報を出力 

195 設定インポート 設定バックアップで出力されたファイルを取込み反映 



間取りクラウド 

ビジネスプラン 

専用機能 

①画像出力（グラデーション/スケッチ風/SVG 形式）（№175） 

②フローリング等の床の線の幅選択（№61） 

③階層設定（地下 3～2階/地上 4～10 階）（№18②） 

④平面図上に取り込んだロゴや文字の透過（№139、№155） 

⑤同時起動台数 3台（№11③） 

⑥クラウド保存容量 750MB（№12③） 

 

 

 


