平成 29 年度 講習会のご案内

計算ソフト 「らくわく」 講習会
熊本地震から学ぶ ツーバイフォー住宅の耐震設計法
繰り返しの地震に対しても住み続けられる２階建て以下の住宅の耐震設計法を
計算ソフト「らくわく」を使いながら学ぶ講習会です
当講習会では、計算ソフト「らくわく」の操作実習を行いながら、地震に強い住宅の耐震設計法を学びます。
是非、「らくわく」をご活用いただき、経験値ではなく、計算に基づいた構造の安全確認と設計業務の効率化にお役立て下さい。
当日は計算ソフト「らくわく」を貸与致しますが、講習会申込みと同時に「らくわく」のご購入も申込みできます。
なお、当講習会では、ツーバイフォー技術基準告示第 1540 号の解説は行いません。 当告示を理解した上で、構造計画が
できる方を受講対象者としています。 また、建築用 CAD（Ｊｗ-CAD 等）の操作経験がある方が望ましいです。 告示第 1540 号
を詳しく知りたい方は、事前に当協会主催の「ツーバイフォー工法技術基準講習会」などの講習会の受講をお勧めします。
●計算ソフト「らくわく」とは
◇枠組壁工法建築物の構造安全確認（壁量計算、部材設計、引抜き金物設計、べた基礎設計の一貫計算）を 『簡単操作』
かつ『効率的』 に行うことができる設計支援プログラムです。
◇対象建築物は、枠組壁工法の四号建築物（2 階建て以下、延床 500 ㎡以下、高さ 13ｍ以下、軒高 9ｍ以下） および
告示 1540 号第 1～第 8 の仕様規定全てをみたすものです。 仕様規定除外や 3 階建以上の住宅は対象外です。
◇当協会が監修、キャリアネット(株)が販売しています。詳しい機能および適用範囲は当協会のホームページをご覧下さい。

■主催： （一社）日本ツーバイフォー建築協会

■後援： カナダ林産業審議会

■開催地・日時・会場・定員
開催地

日時（予定）

会場

定員

東京①

5 月 30 日（火）
10：00～17：00

当協会会議室

熊本

7 月 14 日（金）
10：00～17：00

熊本市流通情報会館

東京②

7 月 28 日（金）
10：00～17：00

当協会会議室

名古屋

8 月 3 日（木）
10：00～17：00

当協会 東海支部会議室

東京③

9 月 12 日（火）
10：00～17：00

当協会会議室

港区虎ノ門 1-16-17 虎の門センタービル 8 階

10 名

東京④

11 月 28 日（火）
10：00～17：00

当協会会議室

港区虎ノ門 1-16-17 虎の門センタービル 8 階

10 名

東京⑤

2 月（未定）
10：00～17：00

当協会会議室

港区虎ノ門 1-16-17 虎の門センタービル 8 階

10 名

港区虎ノ門 1-16-17 虎の門センタービル 8 階
熊本市南区流通団地１丁目 24 番地

港区虎ノ門 1-16-17 虎の門センタービル 8 階

名古屋市中区丸の内 3-19-14 財形久屋林敬ビル 3 階 C

10 名
10 名
10 名
10 名

※応募者が少ない場合は開催を中止する場合もございます。

■講 師：
■受講料：

(株)プレスト建築研究所 久保田博之

一般
会員

20,000 円/人（税込）
10,000 円/人（税込）

（「らくわく」を購入の場合は別途 35,640 円必要です。）
（「らくわく」を購入の場合は別途 29,160 円必要です。）

・「らくわく」を講習会と同時購入の場合は受講料と「らくわく」代を一括でお振込み頂けます。
・講習会の前に「らくわく」入手希望の方は、キャリアネット(株)よりお買い求めください。
・講習会に参加した上で購入を検討される方も歓迎いたします。

■持参品：

ノートＰＣ （Windows7 以上、Ｍac 不可）、受講票、筆記用具等
※ノートＰＣをご持参できない方はレンタルＰＣをご用意致しますので事務局までお問合せ下さい。
但し、数に限りがありますのでご用意できない場合はご了承ください。 料金 7,560 円（税込）/台
※ＰＣの推奨スペック等については裏面をご参照下さい。

■申込方法： 当協会ホームページ「講習会・セミナーのご案内」よりお申込み下さい。
■問合せ先： （一社）日本ツーバイフォー建築協会 講習会事務局

℡：03-5157-0835

計算ソフト「らくわく」適用範囲
規模・形態等

内容

四号建築物

2 階建以下、延べ面積 500 ㎡以下、高さ 13ｍ以下、軒の高さ 9ｍ以下

告示第 1540 号

第 1～第 8 の仕様規定

主要用途

一戸建ての住宅、共同住宅、長屋、事務所・店舗併用住宅

小屋裏物置

最上階床面積の 1/2 未満、かつ天井高さ 1.4ｍ以下

小屋裏利用建築物

告示第 1540 号第 5 第五号に掲げるもの

階高

3.3ｍ以下

基本モジュール

1mm 単位で自由設定

オーバーハング

1ｍ以下

（たて枠上下端の必要接合部倍率簡易計算法の適用条件より）

セットバック

2ｍ以下

（たて枠上下端の必要接合部倍率簡易計算法の適用条件より）

はね出しバルコニー

床根太の安全性が確保できれば制限なし

小屋組

たるき方式・屋根ばり方式（トラス方式は未対応）

屋根形状

切妻、寄棟、片流れ、母屋下がり、異種勾配等も対応可能

1 階床

枠組床、根太レス床

基礎

べた基礎スラブ、基礎ばり、人通口

（たて枠上下端の必要接合部倍率簡易計算法の適用条件により）

※布基礎、深基礎はできません。

※スキップフロア、通したて枠、斜め壁、R 壁等はできません。

計算ソフト「らくわく」動作環境
2014.12.16
必要条件
OS

推奨条件

Windows 8，8.1（32/64bit）

Windows 8，8.1（64bit）

Windows 7 SP1（32/64bit）

Windows 7 SP1（64bit）

Windows Vista SP2 以降（32bit）
CPU

Core2 Duo 2.0GHz 相当

Core

i シリーズ以上

必要メモリ

2.0GB 以上

4.0GB 以上

※64bitOS は 4.0GB 以上
必要 HDD 容量

3.0GB 以上

5.0GB 以上

（システム及び

システム領域 100MB

システム領域 100MB

1 物件当たり 300KB～1MB

1 物件当たり 300KB～1MB

必要解像度

1024×768 以上

1600×900 以上

その他

ポイントチャージの際に、インターネット接続が必要になります。

データ保存領域）

※講習会の際にインターネット接続は不要です。
※講習会時の持ち込みノート PC の参考スペック
OS: Windows 7 SP1（64bit）
CPU：Intel

Core

メモリ：4GB
解像度：1366×768

i5 1.9GHz

