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ARES（アレス）のご紹介

2次元CADにおける課題

ARES とは？

なぜ大手企業は、ARES を選択するのか？

ARES 導入のメリット

進化する ARES

バックアップ体制
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2次元CADにおける課題

これらの課題を
クリアーする商品が

です。

こんなことで悩んでいませんか？

✓ もらったファイルが開かない！

✓ CAD 環境を変えたくない！

✓ 予算を減らしたい！

最近、まわりでは AutoCAD を使う業者が増えてき
た。図面をAutoCAD形式（DWG）で受け取ったが、
ファイルを開けない。AutoCADを導入したいが、値
段が高くなかなか手が出ない。

業界標準といわれる AutoCADの操作を覚えたのだか
ら、いまさら、別のCAD操作を覚えたくない。

AutoCAD 形式（DWG）で保存された図面資産がた
くさんあり、これらを無駄にしたくない。

年々増加するソフトウェアの保守料金が負担となっ
ている。2次元CADの予算を減らして、より高度な3
次元CAD導入の予算を捻出したい。
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ARES（アレス）とは？（JDrafからARESへ）

DWG（AutoCAD）互換CAD

– AutoCAD データ（DWG）を変換せずに 読めます。

– AutoCAD と同じ操作で開いた図面を編集 / 印刷できます。

– 編集した図面を AutoCAD データ（DWG）として保存できます。

– AutoCAD 用に提供されている部品をそのまま利用できます。

AutoCAD 利用者であれば、
違和感なく使えます。

大手各社が採用し、データの互換性/再現性において問題が無いことが知られています
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なぜ大手企業は、ARESを選択するのか？

Graebert（グレバート社）

Graebert 社は、ドイツ ベルリンに本社をおくCADソフトウェア開発・CADソリュー
ションとサービスを提供する会社です。1977年に設立され、DWG互換エンジン
「ARES CAD」を開発。多くのCADベンダーに採用され、業界では、世界で最も急成
長したカスタムCADエンジン提供会社として有名です。

完全にオリジナルから CAD エンジンを開発しているため、著作権の所在が明確で「安
全 ＆ 安心」なのです。

世界中に800万以上の利用者がいる、No.1 の DWG 互換CAD エンジン！

厳しいリーガルチェック（法的に問題ないか？）をクリア

世界で初となるWindows、Mac、Linuxで動作するDWG互換CADを開発し、その後も他
社に先駆けAndroidとiOS上で動作するモバイルCAD、クラウド上で動作するCADを開
発。

世界的にも稀なマルチプラットフォームで動作するDWG互換CAD技術を確立しています。

最先端技術への取り組み

主なCADエンジン提供先

Dassault Systems

フランスで最大、EUでもトップ3に入るソフ
トウェア会社。2011年の売上高は世界のソフ
トウェア業界で19位。CATIA（3D統合製品
設計）/ SolidWorsk（機械設計3D-CAD） / 
DraftSight（AutoCAD互換CAD）
※ 国内外ともに多くの自動車メーカーや、重
工業メーカーに使われています。

Corel

1990年代のハイテクブームの追い風を受け、
ソフトウェア製品「CorelDRAW」の開発・
販売会社として大きな成功を収め、一時は
カナダ国内で最も大きなソフトウェア会社
となる。現在は、Painter、Paint Shop、
WinZip、VideoStudioなど、多方面の有名
なソフトを手に入れることにより増強を
図っている。
※ コンシューマー/個人向けソフトウェア市
場に人気！

モバイル

クラウド

パソコン
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ARES 導入のメリット

AutoCAD との互換性 － DWGファイル －

ARES AutoCAD / LT

2017 2013 2014 2015 2016 2017

2007形式
DWG

○ ○ ○ ○ ○ ○

2010形式
DWG

○ ○ ○ ○ ○ ○

2013形式
DWG

○ ○ ○ ○ ○ ○

AutoCAD の保存ファイル形式は DWG ファイルです。
その DWG ファイルを JDraf では、そのまま開いて、
そのまま保存することができます。また、DWG ファ
イルには様々なバージョンがありますが、R12 形式
DWG から、最新の 2013 形式 DWG まで、幅広い
DWG ファイルに対応しています。

最新バージョンのDWGも、そのまま開いて、そのまま保存

AutoCAD との互換性 － 正しく表示 －

ハッチング図形や線種の表示はもちろん、画層、レイ
アウト、外部参照など、AutoCAD で作成した図面
ファイルを正しく表示することができます。

AutoCAD で作成した図面ファイルを正しく表示

ARES 2017 AutoCAD 2017

ARES AutoCAD
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ARES 導入のメリット

AutoCAD との互換性 － 操作性 －

AutoCAD と同等の機能・画面周り・操作性を搭載し、既存の環境と同じように違和感なくスムーズにご利用いただけます。

環境を変えずに AutoCAD と同様の操作が可能

ARES 2017 AutoCAD 2017
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ARES Standard

ARES Commander

AutoCAD LT 2017

AutoCAD 2017

ARES vs AutoCAD（サブスクリプション）

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

ARES 導入のメリット

コスト削減

※2016年12月現在

AutoCAD LT と比べても初期投資では
大幅なコストダウンが図れます

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計

AutoCAD 2017 149,880 149,880 149,880 149,880 149,880 749,400

AutoCAD LT 2017 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 199,500

ARES Commander 72,000 1,5000 15,000 15,000 15,000 132,000

ARES Standard 48,000 10,000 10,000 10,000 10,000 88,000
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ARES導入のメリット

JDraf Works 各種ツール

建築 /土木 分野でよく利用される製図記号や、使用頻度が高い汎用的機能、日本独自のファイル形式の読み込みなどを追加した、JDraf
専用のフリーアドオンアプリケーションです。AutoCAD よりも効率よく図面を作成することができます。

設計の皆様に向けた便利さへの追及

汎用的なツール

拡張ツール 土木ツール

通常 2 ～ 3 ステップかか
る操作を 1 ステップに、
勾配記入・丸付き文字・オ
フセット線・全角半角変換
など、便利なツールを 20 
種類以上そろえました。

土木用の便利なツール

破断線や地盤、水位などの
土木製図に必要な記号類を
搭載しています。また、隅
切りやクロソイドの作図
は、JDraf Works ならで
はの機能です

建築用の便利なツール

建築ツール SXF ツール

片開き・両開き・親子など
のドアの作成、線形に沿っ
たまたはキーボードでの自
動車や大型トラック、大型
バスの軌跡を作図すること
ができます。

SXF <=> DWG の変換

SXF ファイルを DWG ファイルに、DWG ファイルを SXF 
ファイルに変換します。色の設定などが可能で、一括で変換
できるツールもあります。

JWW ツール

JWW を DWG に変換

JWW ファイルを DWG ファイルに変換します。文字の大き
さを変更するなどの設定が可能で、一括で変換できるツール
もあります。
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座標入出力

特色
1. CSVファイルにある測定点の名称と座標を図面に入力できます
2. 図面上の測定点の名称と座標をCSVファイルに出力できます

独自機能

座標CSVファイル

ARES導入のメリット
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ARES導入のメリット

JDraf Works JWW互換

JWW ファイルの作図や編集を Jw_cad と同様の操作方法で行うことができる、JDraf 専用のフリーアドオンアプリケーションです。
JWW ファイルと DWG ファイルのデータ互換問題が解消し、効率的に作業を行うことができます。

Jw_cad 利用者と AutoCAD 利用者の架け橋

マウス

独特なマウス操作を実現

右クリックで読み取り点、両
ボタンドラッグで画面の拡大
縮小など、JDraf上で行うマウ
ス操作を使いなれた操作にす
ることができます。

クイックメニュー

ドラッグ操作によるコマンド実行

作図ウィンドウでマウスの左
ボタンまたは右ボタンをド
ラッグすると放射線状のメ
ニューが表示され、カーソル
を中心にコマンドを選択する
ことができます。



11

（スタンダード）

進化する ARES

上位製品 の 導入

ARES Standard 標準製品（JDraf の後継版）

ARES Commander さらに多くの機能を備えた上位製品

ARES Commander の特長

JTools 日本市場向け 拡張ツール

三斜求積などの拡張機能（一部はStandardでも使用可能）

3Dソリッド対応

簡易な3次元モデルの作成

XtraTools 拡張ツール

AutoCADに付属するExpress Toolsに相当する拡張ツール

幾何拘束 / 寸法拘束

数値入力によって変形するパラメトリック図形を作成

（コマンダー）

• 直方体
• 円柱
• 球
• 押し出し
• ブーリアン演算
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進化する ARES

JDraf 2013

• JDraf リリース

JDraf 2014

• リボンメニュー

• 設計リソースパレット

• 図面の標準仕様

• クイックグループ

• 透過性

JDraf 2015 JDraf 2016

• ダイナミックブロックの

修正

• パワートリム

• クイック修正

• 寸法パレット

• テーブル（表）の修正

• 重複の破棄

• リボンのカスタマイズ

• クイック入力

• 注釈尺度

• 図面タブ

• 画層状態マネージャー

• 一致を選択

• コマンド名のコンプリート

• プロパティパレットのグループ化

• タブレット対応

• 黒のインターフェース

• カスタマーポータル

• 多機能エンティティグリップ

• ポリライン編集の逆順オプション

• ハッチングのトリム

• 中心線の作成

• パスに沿ったパターン

• 交差する寸法線の分割

• 印刷ダイアログの

ダイナミックなプレビュー

多機能エンティティグリップ
（ポリライン）

パスに沿ったパターン

※Ver 2016 まで、日本国内では JDraf ブランドで販売されておりました。
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ARES 導入のメリット

ARES Touch

PC からスマートフォンやタブレットへ DWG を持ち歩き、場所やデバイスに左右されない環境を提供
します。実際に現場で図面を訂正、図面にメモを書いたり、カメラ・マイクを使って写真・音声で注釈
を入れることが可能です。現場・オフィスを問わず、どこからでも最新の DWG 図面に直接アクセスが
出来ることにより、作業効率を大幅にアップできます。

ARES をそのままタブレットで活用
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進化するARES

タブレット対応

PC からスマートフォンやタブレットへ DWG を持ち歩き、場所やデバイスに左右されない環境を提供
します。実際に現場で図面を訂正、図面にメモを書いたり、カメラ・マイクを使って写真・音声で注釈
を入れることが可能です。現場・オフィスを問わず、どこからでも最新の DWG 図面に直接アクセスが
出来ることにより、作業効率を大幅にアップできます。

ARES をそのままタブレットで活用

正確にスナップ 画像注釈

（現在は iOS/Android に対応)
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ア レ ス

✓ 作図機能つき ‐ CAD として図⾯を修正する必要最低限の機能を提供!!

✓ 注釈機能の強化 ‐ その場で写真貼り付けもできる！！

✓ クラウド連携 ‐ iCloud, Dropbox, Box, Google Drive…
✓ 基本コマンド ‐ 寸法、注記記入・DWG(3D)も閲覧＆距離測定可能

■フルモード ‐ DWG ・ DXF の加筆および修正 写真も貼れる！

■シンプルモード ‐ 寸法・注記が書ける DWG・DXF ビューアARES Standard
版なら

ARES SB(※)
ユーザーなら…

A：iPad 用モバイルCAD！
DWG ・ DXF を完全サポート！！

ARES SB(※) … ARES Commander Subscriptionご加入のお客様

ARES Touchとは？
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機能名称
シンプル
モード

フル
モード

シート モデル ⇔ レイアウト切替 ◯ ◯

画層 画層⼀覧 表⽰/⾮表⽰ フリーズ/フリーズ解除 ロック/ロック解除… ◯ ◯

ビュー ズーム パン 3DDWGも閲覧 ◯ ◯

注釈 ⽂字 ⼨法 引出線 雲マーク ◯ ◯

挿入 ブロック定義 ブロック挿入 ◯ ◯

形式 プロパティペインタ 線⾊ ◯ ◯

ツール 情報 – ⾯積 距離 座標 ◯ ◯

作成 線, ポリライン, 円, 円弧, 楕円, 点, スプライン, ハッチング… - ◯

編集 削除, コピー, 移動, 尺度, 回転, 鏡像, 分割, 延⻑, トリム… - ◯

注釈 写真(画像挿⼊, 画像注釈), ⾳声(ボイスメモ) - ◯

挿入 ブロック定義、ブロック挿入 - ◯

ア レ スARES Touch2つのモード
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1

2

3

ARES touch を インストール

体験版を開始 をタップして メールアドレスを入力

30日間 フルモード で 機能を使用！
※体験版期間終了後も シンプルモード として利用可能

（DWG・DXFビューア）

ア レ スARES Touchのご利用の流れ
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進化するARES

ARES Commander と ARES Standard

主な機能 Commander Standard 備考

SXF / JWW
ファイルサポート

〇 〇

JTools
日本市場向け 拡張ツール

〇 △
JDrafの拡張機能は継続

三斜求積などの拡張機能はCommanderのみ

XTraTools
拡張ツール (AutoCAD相当)

〇 × AutoCAD に付属する拡張ツールに相当

3D ソリッド サポート 〇 × 簡易的な 3Dモデル を作成/編集

幾何拘束 / 寸法拘束 機能 〇 ×
2D パラメトリック図形
（数値入力によって変形）

カスタマイズ
LISP / C# / C++

〇 〇 Commanderはさらに多くの API を利用可能

モバイル 対応 〇
△

ビューア
iOS / Android 対応

クラウド 対応 〇 ×
ブラウザだけで動作するCAD
サービス開始予定 (2017年夏以降)



19

バックアップ体制

オフィシャルガイドブック

JDraf を初めて使うユーザのために、JDraf の多くの機能
のうち、特に基本となる使い方について解説した、初の公
式ガイドブックです。

■ 目次

Chapter1 インストールと環境設定
Chapter2 基本操作
Chapter3 作図
Chapter4 修正
Chapter5 画層とプロパティ
Chapter6 文字と寸法
Chapter7 印刷
Chapter8 活用

■ 商品概要

定価：本体 3600 円+税

コールセンターにてサポート

• インストール方法を教えてほしい
• トラブルを解決してほしい
• 製品の使い方を教えてほしい
• トラブル原因の調査

製品利用時のトラブルや疑問に関するお問い合わせをお受
けし、サポートエンジニアの豊富な経験と高い技術力で製
品のご利用を支援いたします。

JDraf/ ARES の入門テキスト こんなときに・・・
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バックアップ体制

グレバートジャパン

（株）コンピュータシステム研究所 と 独Graebert社は、日本でのDWG互換CAD事業のさらなる強化を図るため、合弁会社「株式
会社 グレバートジャパン」を設立しました。

CSTは2013年にGraebert社のCADエンジン「ARES」を使用したDWG互換CAD「JDraf（ジェイドラフ）」の販売を開始、JDraf
は日本国内 特有の要望に積極的に応え、リリース3年で国内では大手ゼネコンを含む、数千の会社に導入されるまでに成長しました。

今後、国内では CADのモバイル活用・クラウド活用の需要増加が見込まれております。これに対しGraebert社が有する互換CADの
マルチプラットフォーム技術（デスクトップ・モバイル・クラウド）は必須であり、さらなる互換CAD事業 拡大を図るために、合
弁会社設立に至りました。

さらなる互換CAD事業の拡大

ドイツGraebert社のWilfried CEO㈱コンピュータシステム研究所の長尾社長
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ARES は皆様のご要望と共に進化を続けます

ご検討の程 宜しくお願い致します


