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ぜひ、ALTAのデモンストレーションをご体感ください。日本全国どこでも無料でお伺いします。
ご希望の方は、下記の必要事項をご記入いただき、FAXでご返送ください。

無料訪問デモ／資料請求お申込み

メール

御社名

お名前 部署

ご住所

TEL

※ 個人情報の取扱いについて　 法令および社内規定に準拠して行動いたします。弊社における個人情報保護方針についてはホームページでご覧いただけます。

返送先 FAX：03-3356-6737
株式会社コンピュータシステム研究所 建築事業部 行

□ 資料を希望する □ 電話での詳しい説明を希望する

□ 訪問デモを希望する
第1希望 ： 　　月　　　日　　　時 頃

第2希望 ：　 　月　　　日　　　時 頃

動作環境
Core i5以上 （推奨：Core i7以上） 第6世代以降
8GB以上（推奨：16GB以上）
10GB以上の空き容量（システムのみ） ※データにより増加します
プログラムインストールのため必須
ビデオメモリ1GB以上
OpenGL3.3（推奨：OpenGL 4.4以上） 
インテル：HDグラフィックス内蔵インテルR Core i7（第6世代以降）
1920×1080(フルHD)
FAT32でフォーマットされたドライブへのインストールは行わないでください
Windows10 (64ビット版)　Windows10 May 2019 Update （Version 1903） 注1
Windows8.1 (64ビット版)
InternetExplorer 11以上

CPU
メモリ
HDD空き容量
DVD-ROMドライブ
ビデオボード

ディスプレイ（モニター）
その他
OS

Webブラウザ

ハードウェア

ソフトウェア

※ 上記動作必要システムにつきましては、弊社ソフトウェア単体での動作を想定しており、他社ソフトウェア（ウィルス対策ソフト）等との同時使用におきましては、
上記以上のスペックを必要とする場合があります。
※ 上記の各OS、各ソフトウェアについては、最新のサービスパックの適用、各種HotFixの適用が必要となります。
※ ネットワークによる使用につきましては、ネットワークの使用状況、及びデータサイズにより、動作パフォーマンスが左右されます。
また、同時に接続可能な台数等につきましては、各OSにおける同時接続可能なライセンス数、及び弊社との契約台数に依存します。
※ Microsoft社製のソフトは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ その他社名及び製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。
※ 本製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。最新の動作環境はホームページをご参照ください。（www.cstnet.co.jp/archi/products/alta/support.html）
注１ ALTA対応バージョンはVer5.81.0007以降となります。



お施主様への提案

スピード
UP!!

プレゼンの

インパクト
絶大 !!

競合他社との

差別化
向上 !!

心をつかむ提案で

受注棟数
UP!!

CADでできなかった事は、
　　　　　  で実現できます。

お施主様が安心・納得する  感動のプレゼン・見積

ALTAはCADではありません。営業担当者が簡単に使える
「受注を獲得する」為の営業支援ツールです。

2011年の販売開始から、全国のビルダー・工務店を始め、建材販売店、プレカット工場、
リフォーム専門店、設計事務所等、多くの建築事業者様にてご利用いただいています。



AIで「手書き図面」を自動で「3D化」

お施主様と一緒に家づくり

お施主様に書いてもらった間取りを立体化！
家づくりに参加する事で購入意欲が UP します！

お施主様の思い描くイメージをその場でカタチに！
打ち合わせもスムーズ進みます。

AIを活用し、専用の方眼紙にボールペンで手書きした間取り図を自動で「3Dプラン」に変換します。難しい知識はまっ
たく必要なく、瞬時にパースが完成します。その場でTVや大型モニターに3Dプランを映す事もできます。

※ご利用には、クラウドを活用しますので
ALTA保守契約が必要です。

部材の入力はドラッグ＆ドロップ
部材の入力・変更はパース上に直接ドラッグするだけで行えます。CAD では難しい屋根入力や外装変更も、ALTA なら
ワンクリックで行えますので、お施主様と打合せしながら、その場でイメージをカタチにできます。

部材をつまんで離すだけ！

外装の貼り分けも素材をつまんで離すだけ！

屋根の変更もクリックするだけ！新築の間取り計画をその場ですぐ3Dに！ リフォーム前の現況調査した既存建物がそのまま3Dに！

間取りを記入した方眼紙をスマホで写真撮影し、アップロードAIによる画像認識

CAD未経験でも使える「簡単操作」

世界で唯一
特許出願済

AI



魅力的なプレゼンパースでお施主様を魅了！
CAD担当者の作業負担も大きく軽減できます。

図面だけでは伝えきれない空間のイメージも
一目で確認できるので、お施主様も納得！

リアルなプレゼンパース
お施主様を魅了する高品質なプレゼンパースを簡単に短時間で作成。インテリア・エクステリア・住設機器等の3D部品
や実在するメーカーのテクスチャ、建具データを搭載していますので、より現実に近いイメージ提案が行えます。

プロ並みのパースが短時間で

360度どの方向にも自由に回転
外壁の透過表示、プランの断面表示で、室内の様子をわかりやすく提案。360°自動回転するので、今まで説明しづらかっ
た小屋裏・斜め天井や吹き抜け、スキップフロア、階段下の収納なども一目瞭然です。

中二階の説明もラクラク！

業界初の「スケルトンパース」

室内空間が
一目瞭然



リフォーム前後をわかりやすく比較

「リフォーム」もビジュアル提案

お施主様を待たせないスピード提案
ALTAは、プランの完成と同時に平面図、立面図、パースをプレゼンシートに自動でレイアウトしています。
今まで数日かかっていた提案資料が瞬時に完成。あとはプリントアウトするだけですので、お施主様を待たせません。

デジタルカタログサイト「カタらボ」連携でさらなる効率化

自動で「プレゼンシート」が完成

介護住宅
にも最適

リフォーム前とリフォーム後の切り替えがワンクリックで行え、ビフォー・アフターのイメージを比較提案できます。
新築とは違って、時間をかける事ができないリフォームも、ALTAならすばやく、わかりやすい提案が行えます。

ビフォー アフター

介護用部品も多数搭載　※福祉住環境専用オプションが必要です。建材・設備カタログから画像を切り抜き プレゼンシートへ貼り付け

作成業務
効率化

お施主様の購買意欲が熱いうちに
わかりやすく魅力的な提案資料を提出できます！

快適な生活空間をわかりやすく提案。
リフォーム後のイメージがどんどん膨らみます！



作成したプランは各種図面に一発変換

契約に必要な「図面」を自動作成「積算・見積」業務の生産性を改革

作成したプランは、平面図・立面図・展開図・断面図等、契約に必要な図面データに自動で変換ができます。
変換した図面は汎用2次元CAD機能により、自由に編集する事が可能です。

作成したプランを自動で積算し、見積書をスピード作成

豊富な単価マスタとノウハウが詰まった計算式を搭載

自社フォームのカスタマイズも可能概算と詳細の使い分けが可能な工種仕分テンプレート

※保守契約中のお客様は、年間1回の商品改定が実施されます。

高精度の自動積算

プランで入力した内容が反映

屋根、外壁の面積はもちろん、室内の床・壁・天井・腰壁等の面積も瞬時に計算します。
見積書は、工種毎だけでなく、部屋毎にも出す事ができますので、リフォーム提案にもご利用いただけます。

平面詳細図 立面図 断面図

展開図 建具表 仕上表

JWWで
保存も可能

ZEH、BELS等にも対応

ALTA基本機能

伏図オプション

法規オプション

外皮オプション

計画概要

敷地求積図

平面詳細図（1/50）

立面図

矩計図

省エネ基準判定書

仕上表

床面積図／求積表

基礎伏図（1/100）

天井伏図

展開図

配置図

建築面積図／求積表

基礎詳細図（1/50）

屋根伏図

建具表

平均GL算定図

平面図（1/100）

基礎断面図

断面図

設備図（給排水・電気）

床・小屋伏図 軸組図 柱壁伏図

外皮計算表

居室区画面積根拠図／面積表

熱貫流率計算表 熱損失量・平均日射取得量 外壁面積根拠図／面積表

見附面積図／求積表

構造用床面積図／求積表

ALV図面／計算表／断面図

壁量計算図書一式

水平構面求積図／求積表

換気経路図

1/4床面積表／求積表

金物凡例

24時間換気計算表

偏心率計算表／図

金物計算表

ALTAで出力可能な図書

根拠のある
坪単価

提案プランと同時に見積書を提示。
予算感がすぐわかるので、お施主様も安心！

営業～設計のスムーズな連携で
設計業務を効率化し、設計士の負担を軽減します！



本格派のPC連動型VR手軽に始めるポータブルVR

iPadにも対応HMDがなくても利用可能

iPhone装着タイプの
HMD（ヘッドマウントディスプレイ）

※HMDは別途費用がかかります

お施主様宅でもVRプレゼンが可能
iPhoneとHMDさえあれば、いつでもどこでもVR体験が可能です。
手軽に持ち運びが可能ですので、お施主様宅で打ち合わせを行う際にもVRでわかりやすくプレゼンが行えます。

お施主様はその場で変更内容を確認PCでプランを修正・変更

VRを体験しながらプランの変更が可能
PCとHMDを直接繋げて利用する為、PCでプランを変更すればリアルタイムにVR空間にも変更内容が反映されます。
お施主様にVRを体験してもらいながら、間取り・内外装・インテリア・家電等の変更内容の確認がすぐに行えます。

持ち運び
可能

抜群の
臨場感

iPhoneとHMDだけでOK
ALTAで作成したプランはiPhoneとHMD（ヘッドマウントディス
プレイ）を使って、仮想の住空間として体感する事ができます。
端末を向けた方向に住空間がスクロールし表示されるので、まるで
家の中にいるような感覚を味わえます。

住宅用ポータブルVRシステム

4m×4mのスペースをVR空間に
ALTAで作成したプランを約4m×4ｍのスペースにVR空間として創
り出す事ができます。 お施主様はHMDをしたままスペース内を自分
の足で歩いたり、しゃがんだり、自由に動き回る事ができますので、
抜群の臨場感を味わえます。

住宅用ルームスケールVRシステム

VR-Mini

VRで住空間を体験した感動・喜びは
お施主様の記憶に深く残ります！

VRによる体感型プレゼンで差別化を実現。
パースや図面でプレゼンを行う競合を大きくリード！



ALTAの保守契約には、ALTAをより安心・便利にご利用いただける下記のサービスが含まれています。

安心・便利な保守サービス ALTAの活用でこう変わる!!

CAD担当者の負担を軽減

設計部がパース作成… 営業部がパース作成！

ALTA は、CADのような難しい専門知識は一切不要。
CAD未経験の営業の方でも簡単・スピーディにパースやプレゼンシート等の提案資料を作成できます。

1

今までは ALTAなら

お施主様を待たせずスピード提案

1週間後に提案… 翌日に提案！

今までは数日～数週間かかっていた提案資料が即座に完成。競合をリードするスピード提案を実現します。
プランの修正も簡単に行え、商談期間の短縮にも役立ちます。

2

今までは ALTAなら

わかりやすい3Ｄプレゼンで提案力ＵＰ

図面だけで説明… 3Dパースで説明！

モノクロの平面図や立面図では伝わらない完成イメージを 3Dでわかりやすく提案する事ができます。
成約率の向上とともに引渡し後のクレームも防止します。

3

今までは ALTAなら

見積の作成時間を大幅に短縮

手拾いで修正… 自動で積算完了！

精度の高い自動積算機能によって、壁・床・天井等の面積や各部材の数量を正確に拾い出します。
面倒で煩わしいリフォーム見積も簡単に短時間で作成でき、利益確保もしっかりと行えます。

4

今までは ALTAなら

VRアプリ
iALTAの利用

DATA STATION
部品の利用

高品質な 3 D 部 品セット「D ATA  
STATION」を利用できます。

iPhoneやiPadでVR提案が可能な
iALTAを利用できます。

リモートサポートで安心なコールセン
ターを利用できます。

各種情報を発信するユーザー専用サ
イトを利用できます。

日々更新している最新のテクスチャ・
3D部品・建具データを利用できます。

日々更新しているALTAの最新プログ
ラムを利用できます。

コールセンターの
利用

最新システムの
ダウンロード

ユーザー専用サイト
ALTAコンシェル

素材・部品・建具の
ダウンロード

保守契約が切れてしまうと下記のサービスを
ご利用いただけなくなります。

×〇システム本体
保守未契約でも
利用可能 保守未契約で利用不可

DATA
STATION コールセンター

ALTAコンシェル

システム
ダウンロード

建材データ
ダウンロードiALTA




