
●記載されている内容は、2017年4月現在のものです。予告なしに変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
●本サービスは法人のお客様を対象としています。個人のお客様は対象外とさせていただきます。 
●本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、™、®マークは基本的に明記していません。

http://www.panasonic.com/jp/business/its/bluebeam.html

図面レビューソリューション
Bluebeam Revu

PST-1704JC98A

®

Bluebeam Studioは、Bluebeam Revuで利用する図面データを遠隔地間、複数メンバー
間で共有するクラウドサービスです。クラウドを介してリアルタイムに図面を共有でき、高精
細なデータも帯域に依存することなく、図面のページめくりやズームも低遅延で表示します。
また、複数のメンバーで同一図面上に相互に書き込め、作業状況の意識合わせを円滑に行う
ことができ、対応漏れも防止できます。
※オンプレミス版のStudio Enterpriseも提供可能です。

Bluebeam Studio®

設計事務所

離れた場所の異なるメンバーによる
マークアップをリアルタイムに反映

施工現場

設計・施工の現場が欲しかった豊富な機能を凝縮
図面のレビューや共有の課題を解決するPDF図面レビューソリューション

動作環境
対応OS Microsoft Windows 7 SP1 （32bit版 / 64bit版）

Microsoft Windows 8.1 Update （32bit版 / 64bit版）
Microsoft Windows 10 （32bit版 / 64bit版）
※ Embedded版や、シンクライアントソフト環境での動作は保証されません。
※ Microsoftリモートデスクトップ / RemoteAppやCitrix XenAppなどの仮想環境での
動作は保証されません。

CPU 1.0GHz以上のプロセッサー
※ 大量のPDFファイルやOCR機能などを使用する際には、より高速なプロセッサー、より
大容量のRAMが必要です。

メモリー 4GB以上のRAM （32bit版）
8GB以上のRAM （64bit版）

ハードディスク 4GB以上の空き容量のあるハードディスクまたはSSD
ディスプレイ　　 1,024x768以上の画面解像度をサポートするディスプレイ

●無償アップグレード権を含む保守サポートや出張トレーニングなど、さまざまなオプションメニュー (有償)
をご用意しています。
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さまざまな業界で活躍する
Bluebeam Revu

建設

製造

プラント建設

点検・施工

マークアップマークアップマークアップ

パナソニック ソリューションテクノロジーは、Bluebeam社の国内で唯一の一次代理店です。

Bluebeam® Revu®

遠隔地・複数メンバーで同一図面に書き込み、
変更内容を共有

Bluebeam Studioクラウドサービス

マークアップ



設計、施工の図面レビューや共有の課題を解決
Bluebeam Revuは、設計・施工業に特化した充実の専門機能を備え、「図面作成後の確認」、「進捗管
理」、「施工管理」など、図面を使うさまざまな業界・業種で活躍します。また、Windowsべースのソフ
トウェアなので、お客様の用途や環境に応じて、さまざまな端末と組み合わせてご利用いただけます。

手書き感覚のマークアップ
校正記号やメモを図面に書き込み。的確な進捗管理で、変更点への対応漏れを防止

検図・施工積算など、図面業務に特化した専門機能を多数搭載

遠隔地の端末と接続して、高精細な図面をリアルタイムに共有

PDFファイル形式なので、設計者と施工者、オフィスと生産・工事現場、PCとタブレット
など、さまざまな相手と異なるデバイスを使って共有可能

PDF生成エンジンを搭載し、さまざまなCADデータをもとにPDFファイルを簡単に作成

PDFファイルの図面上に、写真挿入、囲みマーク、手書き、スタンプな
どを書き込めるマークアップ機能が充実しています。PowerPointのよ
うに、直感的な操作が可能なので、どなたでも簡単に利用できます。

対応漏れを防止する
作業内容の自動記録機能

入力した指摘事項、作業内容が全て履歴欄に自動記録されるため、そ
の後の作業状況や検討内容の経過を追跡でき、対応漏れを確実に防止
します。また、対応のステータスを管理する機能なども搭載しています。

更新頻度が高い図面の
変更点を検出する比較機
能が搭載され、テキスト
だけでなく、図面や写真
に対しても差分検出が可
能です。また、複数図面を
重ね合わせて変更点を表
示する重ね図機能にも対
応しています。

3D PDFをRevit®、
Navisworks® Manage、
Navisworks Simulate、
およびSketchUp® Proか
ら直接作成するほか、任
意のIFCファイルから変換
できます。また、3D PDF
の活用により、専用の
CADを用いずに、干渉な
どを容易に確認できます。

湾曲を含む複雑な形状の
面積や体積を測定できま
す。さらに、鉄柱などの
箇所を測定結果から除算
するカットアウト機能も搭
載しています。

テキスト検索機能だけで
なく、形状を図面上で指定
して検索する、ビジュアル
検索機能も搭載していま
す。図面上の器具・機材の
数量を自動カウントし積算
業務を効率化します。

Before After

手書き感覚で
図面上にマークアップ

「作成者」「日時」「コメント」などが
一目でわかる進捗管理

お役立ち機能特長

修正内容を視認できる図面比較

PDFデータ上で、長さ・面積を簡易測定 形状ベースのビジュアル検索で数量カウント

3D PDFで干渉などを容易に確認

図面業務の後戻りを大幅に削減し
業務効率化

Bluebeam® Revu®

Bluebeam Revuで
ドラフト図面作成

CADエンジニア

オーナー

エンジニア エンジニア

ドラフト図面を
もとにCADで製図

変更点のみ抽出し
CAD図面に反映

B 部門

A部門 D部門

E部門

F部門C部門

CAD図面作成

複数のエンジニアで
図面修正・コメント記載

オーナーが承認した
変更点のみCAD図面への

反映を指示

CAD図面変更

Bluebeam
Revu

　

複数のエンジニアに
紙の図面を配布

CAD図面作成

紙の図面に
コメントを手書き

コメントを確認し、
修正点を

CADオペレーターに指示

CAD図面変更

繰
り
返
す

図面作成・レビューのプロセスを改善
一つの図面につき、何度も発生していたCAD図面の変更作業を最
小限に抑制可能。
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Bluebeam Studioは、Bluebeam Revuで利用する図面データを遠隔地間、複数メンバー
間で共有するクラウドサービスです。クラウドを介してリアルタイムに図面を共有でき、高精
細なデータも帯域に依存することなく、図面のページめくりやズームも低遅延で表示します。
また、複数のメンバーで同一図面上に相互に書き込め、作業状況の意識合わせを円滑に行う
ことができ、対応漏れも防止できます。
※オンプレミス版のStudio Enterpriseも提供可能です。

Bluebeam Studio®

設計事務所

離れた場所の異なるメンバーによる
マークアップをリアルタイムに反映

施工現場

設計・施工の現場が欲しかった豊富な機能を凝縮
図面のレビューや共有の課題を解決するPDF図面レビューソリューション

動作環境
対応OS　　　　 Microsoft Windows 7 SP1 （32bit版 / 64bit版）
　　　　　　　　　 Microsoft Windows 8.1 Update （32bit版 / 64bit版）
　　　　　　　　　 Microsoft Windows 10 （32bit版 / 64bit版）
　　　　　　　　　 ※ Embedded版や、シンクライアントソフト環境での動作は保証されません。
　　　　　　　　　 ※ Microsoftリモートデスクトップ / RemoteAppやCitrix XenAppなどの仮想環境での
 　 動作は保証されません。
CPU　　　　　　　 1.0GHz以上のプロセッサー
　　　　　　　　　　 ※ 大量のPDFファイルやOCR機能などを使用する際には、より高速なプロセッサー、より
 　 大容量のRAMが必要です。
メモリー　　　　　 4GB以上のRAM （32bit版）
　　　　　　　　　　 8GB以上のRAM （64bit版）
ハードディスク　 4GB以上の空き容量のあるハードディスクまたはSSD
ディスプレイ　　 1,024x768以上の画面解像度をサポートするディスプレイ

●無償アップグレード権を含む保守サポートや出張トレーニングなど、さまざまなオプションメニュー (有償)
　をご用意しています。
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