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「部品マスターを自社で作ろうとしたが、途中で諦め、

結局今もCADはお絵書きになっている」 とは良く聞

く言葉です。

では、なぜ途中で諦めてしまうのでしょうか？

それは部品マスター構築には思った以上にノウハ

ウが必要であった事と、数千件という部品登録を地

道に続けることが困難になるためです。

『部品マスター構築サービス』ではノウハウを持った

専門業者が、お客様に代わって最適な部品マス

ターを構築します。短期間で部品マスターを使った

本格運用に入りたいお客様にお勧めです。

設計が忙しくて
もう無理

一度はマスターを
作ろうとしたけ

ど。。。

多少お金がかかって
も専門業者に頼んだ
方が確実のようだ

思った以上に
奧が深い

１．ECAD部品マスター構築サービスとは



２．部品マスターを使うとこんなにも効率アップ

＜その１＞ 部品マスターから目的の部品を素早く探し、図面に部品情報を正確に転記

部品マスターを使わない部品情報⼊⼒

・部品情報はカタログから探し出し、キーボードから文字入力します

・ここで時間の浪費と入力ミスが発生しやすくなります

部品マスターを使った部品情報⼊⼒

・形式又は部品種別、定格電流、極数等で素早く検索

・入力ミスの無い部品情報を入力できます

部品マスター



＜その2＞ 部品シンボル一覧から回路シンボル、外形シンボルを迅速・正確に配置

２．部品マスターを使うとこんなにも効率アップ

部品マスターを使わないシンボル配置

シンボル入力はシンボルセレクタやシンボルファイル一覧からの入力になります。こ

れ自体いい機能ですが担当者によって異なったシンボルを選ぶこともあります。

部品マスターを使ったシンボル配置

例えば電磁接触器のコイル、主接点、補助接点、外形シンボルを部品マスターに登録しておくことで

初心者でも正しい構成でシンボル配置できます。 図面が正確であると検図時間の短縮にもなります。

配置必須のシンボルが未配置の場
合にはエラー通知されます

シンボルを必要個数以上配置しよ
うとするとエラー通知されます



＜その３＞ 回路図から部品表を自動作成
・目で部品を数えるという作業から解放されます。人為的な数え間違いも無くなります。
・部品表情報はCSV出力も可能なため他システムとの連携も可能です。

２．部品マスターを使うとこんなにも効率アップ

回路図の部品に変更があってもリアルタイムに部品表に
反映されます



⇒次にプラン共通と各プランを説明します

プラン プラン共通 提供シンボル

Ａプラン
回路シンボルを提供します。

部品シンボル一覧には回路シンボルを登録します。

Ｂプラン 部品マスター作成
回路シンボル、外形シンボルを提供します。

部品シンボル一覧には回路シンボル、外形シンボルを登録します。

Ｃプラン

回路シンボル、外形シンボル、リファレンス枠シンボルを提供します。

部品シンボル一覧には回路シンボル、外形シンボル、リファレンス枠

シンボルを登録します。

部品マスター構築サービスは部品マスターの他に提供シンボルは３つのプランを用意しています

３．部品マスター構築サービスの内容



プラン共通 全てのプランで部品マスターを作成します
・部品構成情報として部品種類、メーカー、形式、定格などや、他に検索情報を登録します。
・部品シンボル一覧はプランにより内容が異なります。

３．部品マスター構築サービスの内容

部品構成情報

部品シンボル一覧



Aプランで出来ること ・部品シンボル一覧から回路シンボルを配置できます

３．部品マスター構築サービスの内容



Bプランで出来ること ・部品シンボル一覧から外形シンボルを配置できます
・当社が提供する外形シンボルは詳細と簡略の切換え表示が出来ます

３．部品マスター構築サービスの内容

簡略表⽰



Cプランで出来ること ・部品シンボル一覧からR枠シンボルを配置できます
・コイル、接点には端子番号が自動付与されます

３．部品マスター構築サービスの内容



4. 価格

Ａプラン
（部品マスター＆
回路シンボル）

工数
Ｂプラン

（Aプラン＋外形シン
ボル）

工数
Ｃプラン

（Bプラン＋R枠シン
ボル）

工数

マスタ件数 1000件まで 80万円 2ｶ月 120万円 3ｶ月 160万円 4ｶ月

マスタ件数 2000件まで 120万円 3ｶ月 180万円 4.5ｶ月 240万円 6ｶ月

マスタ件数 3000件まで 160万円 4ｶ月 240万円 6ｶ月 320万円 8ｶ月

以降1000件毎に 40万円 - 60万円 - 80万円 -

（※）工数は目安です

⇒次にマスタ件数の数え方を説明します



部品名 ﾒｰｶｰ 形式 定格

配線遮断機 三菱 NF63-CVF 2P 50AF/10AT

配線遮断機 三菱 NF63-CVF 3P 50AF/10AT

配線遮断機 三菱 NF63-CVF 2P 50AF/15AT

配線遮断機 三菱 NF125-CVF 2P 100AF/60AT

配線遮断機 三菱 NF125-CVF 3P 100AF/60AT

配線遮断機 三菱 NF125-CVF 2P 100AF/75AT

一つの形式に定格・仕様が複数ある場合

部品名 ﾒｰｶｰ 形式 定格

タイマー 富士 MS4SA-AP AC100-240V

タイマー 富士 MS4SA-CE AC/DC24V

タイマー 富士 S4SA-DL DC48-127V

端子台 富士 AYBN013-1 3P 15A

端子台 富士 AYBN013-5 3P 15A

端子台 富士 AYBN014-1 4P 15A

一つの形式に、定格・仕様が一つの場合

上記の場合、形式数が2個ですがマスタ件数は6件
となります

上記の場合、マスタ件数は6件となります

4. 価格 マスタ件数の数え方



５．部品マスター完成までの流れ
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６．作業範囲

1. 部品情報は「部品情報１」～「部品情報６」までとさせて頂きます。

(例 部品情報1：フレーム電流 部品情報2：定格電流 部品情報3：極数)

2. 適合端子部品、嵌合部品は対象外となります。

3. 端子情報は端子番号のみとします。

（端子径、端子種、信号名、電材種、容量、安全率、などは対象外となります）

4. 外形シンボルは部品メーカーが提供しているDXFファイルを提供している場合に

限ります。また正面図、側面図のみとさせて頂きます。

5. 図枠、各種帳票、IO図は含まれません。別料金で承ります。



７．Ｑ&Ａ集

Q1. 部品リストはどの様に提出すればいいですか？

A1. 基本的はExcelファイルかCSVファイルでお願いします。紙媒体でもお受けしますが

Excelに入力し直します。そのための作業は別料金となります。

Q2. 使用している形式の一覧はあるのですがマスタ件数は解らない場合はどうなりますか？

A2. 形式の数からおおよそのマスタ件数を算出して見積書を作成します。

Q3. 商流はどの様になりますか？

A3. サポート体制もありますのでECAD本体を購入した商流が原則になります。

よって見積依頼もECADを購入した販売店様よりお願いします。

Q4. 部品マスター納品後に部品を追加したい場合はどうなりますか？

A4. お客様自身で追加できる様、担当者にレクチャーします。
別料金で当社で請け負うことも可能です。



８．お問合せ先

ECADソリューションズ社正規販売代理店

有限会社システムウイング
〒984-0821 宮城県仙台市若林区中倉3丁目9-15

AIマンション大和402

TEL 022-781-6437  FAX 022-781-6438

eMail: info@msj-wing.co.jp

2018.07.28


