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システム概要

 近藤典子さんと共同開発した72プランをベースに
引出し・フック／サイドバーの有無、現場に合わせた
間⼝寸法への変更等のプランニングができます。

 ⾒積書・提案書・図⾯が出⼒できます。
 CSVデータを出⼒して流通店に発注依頼ができます。

①インテリア収納を選択します。
※起動するには、ID・パスワードが必要です。
初めてご利⽤の際は、ユーザー登録をしてください。（所要時間約５分）

①①

１．起動 ■作成するプラン
製品総間⼝ 2380ミリ
BC604L ＋ BT601L
※BC604Lは、180ミリカット

プランニング⼿順（例）
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① Vietasパネルを選択します。
② タイプ︓「壁付タイプ/ウォークインタイプ」 を選択します。

例）壁付タイプ
③ 選択方法※︓「⽂字で素早く選ぶ/画像を⾒ながら
選ぶ/プランNoから検索する」を選択します。
例）画像を⾒ながら選ぶ

④ プラン仕様を選択します。
例）プランNo︓BC604
奥⾏︓D600
間⼝︓6尺
納まり︓垂れ壁なし
タイプ︓クローゼットタイプ
プラン︓BC604
配置︓カタログ掲載プラン

⑤ プランが表示されます。

※「⽂字で素早く選ぶ」︓レスポンス重視のプロ向けです
「プランNoから検索する」︓マニュアル内 Q&Aを参照願います。

２．プラン選択

②②

③③

④④

⑤⑤
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プランの変更は、基本仕様／オプションタブで⾏います。
【基本仕様】
下記の変更が可能です。
① 引出し︓あり／なし

※プラン全体であり・なしを設定することができます。
② フック・サイドバー ︓あり／なし

※プラン全体であり・なしを設定することができます。
③ 内壁の表示 ︓ON/OFF（壁付タイプのみ）

※内壁の表示をON・OFF設定することができます。
Onにすると、④の設定をすることができます。

④ ⾯材・調湿ボードの表示（壁付タイプのみ）
【⾯材】︓なし／配置⾯・⾯材⾊選択
【調湿ボード(背⾯)】︓あり／なし
※内壁に⾯材や調湿ボードを貼ったイメージを表現することができます。
（⾒積には反映されません）
⾒積が必要な場合は、オプション画⾯で数量を⼊⼒してください。

【オプション】
オプション品を⾒積に追加することができます。
例）⾯材・調湿ボード・側⾯フック・サイドバー・パイプ

各種棚板・部品など
※オプションを選択しても CGには反映しません。
※各部材の制約条件等については、画⾯の注記をご確認ください。

②② ③③①① ④④

３．プラン変更
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①「フリー配置に進む」ボタンをクリックして
フリー配置画⾯を表示します。

②プランの図形をクリックすると「仕様変更画⾯」が
表示されます。

③画⾯内の間⼝寸法欄に数値を⼊⼒して反映します。
例）W2 内寸カットOK:780→600

⼊⼒後、OKボタン・決定ボタンで反映
※間⼝寸法記号

W1・W2・W3 （左から連番）⇒間⼝カット可能
WC ⇒間⼝固定

※⼊⼒値は、製品の総間⼝寸法から算出してください。
総間⼝寸法は画⾯左下に表示されています。

④パーツリストより、フォルダ・ボタンを順に選択して、
追加するプランを絞り込みます。
例）３尺＞垂れ壁ありなし兼用 ボタン【L:カタログプラン】

⇒ BT601 物⼊れタイプ L
⑤プランをドラッグして配置します。
※プランをクリックすると⻘いシルエット(図)が表示されますが
時間がかかる場合があります。(５~１０秒程度）
シルエットが表示されてからドラッグしてください。

４．間⼝寸法変更・プラン追加

②②
クリッククリック

①①

配置後イメージ

⑤⑤ ④④

③③
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①画⾯右下の「⾒積確認に進む」をクリックすると、
⾒積確認画⾯が表示されます。

※部材明細（商品コード・数量・価格）を確認することができます。

②画⾯右下の「⾒積完了に進む」をクリックすると、
⾒積完了画⾯が表示されます。

③「⾒積の印刷設定をする」をクリックします。

④ 出⼒する帳票を選択します。
⾒積書・図⾯・提案書・レンダリング・
※⾒積明細CSV
※コントラクター様からいただいたCSVファイルは、CRASFL/Onsiteに
取り込み、発注することができます。

５．⾒積確認・帳票出⼒

①①

②②

③③

④④
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【⾒積書】 ※プラグインから出⼒する簡易⾒積書

①⾒積内訳と補⾜説明書が出⼒されます。

⾒積内訳︓商品コード・数量・価格
補⾜説明書︓プランNoなどの仕様一覧

【提案書】
①３DCGによる高品質な提案書が出⼒できます。
※基本仕様の「内壁」「⾯材」も表現することができます。
※デフォルトはPDFですが、PPT形式の出⼒も可能です。
出⼒画⾯の詳細設定ボタンで選択してください。

５－１．⾒積書・提案書
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平⾯図には、以下の情報が記載されています。
① 総間⼝寸法
② プランNo
③ レイアウト
※壁付のみ。組合せプランの時は、プランごとにA・B・・・を記載

④ 商品明細
※プラン組合せ時は、プランごとにA・B・・・のグループNoを記載。
但し、側板・中仕切り・オプションはグループNoなし

⑤ 各間⼝の内々寸法
備考欄のUL/UR/UCは間⼝の呼称で、
数値は内々寸法を示します。
位置は、バルーン番号 ※ (例;①②⑮等）を
ご確認ください。 例）UR 開⼝右 600

平⾯図

拡大図１

間⼝番号
※位置は、バルーン番号参照

各間⼝の内々寸法

５－２．図面① 図⾯は、平⾯図・⽴⾯/断⾯図・部材配置図・注意事項の
４種類が出⼒されます。ファイルはPDFの他、CADファイル
（DWG及びDXF）も出⼒可能です。詳細設定ボタンで
選択してください。

拡大図２
①総間⼝寸法

②プランNo バルーン番号

グループNo(プラン単位)
※③のレイアウトに連動

①①
②②

③③
④④

⑤⑤
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⽴⾯/断⾯図には、以下の情報が記載されています。
① プラン概要
※プランNo,奥⾏,間⼝,プラン,引出し・オプションの有無を表示します。

② ⽴⾯図(正⾯図)
③ 断⾯図
④ 棚板/引出し 固定部品位置（矢印マーク）
※取付け時に必要な情報です。

⑤取付け上の注意
※設置前/施工・取付け時の確認事項
※棚板/引出し固定部品の取付け
※部材切断寸法 など

⽴⾯/断⾯図

５－２．図面②

①① ⑤⑤

②② ③③

④④

プランNo毎の図⾯となります。
※プラン組合せ時の配置は、平⾯図でご確認ください。

拡大図 参考）棚板固定部品
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部材配置図

部材配置図には、以下の情報が記載されています。
① 床・各段毎の棚板・引出し等の配置
② 棚板/引出し 固定部品位置（矢印マーク）

※取付け時に必要な情報です。

５－２．図面③

注意事項
注意事項には、以下の情報が記載されています。

※設置前・設置時には必ずご確認ください。

① 図⾯について（図⾯記載情報の説明）
② プランを連結した場合の固定
③ 取付け前の準備・確認
④ 棚板・高荷重⽤棚板の取付け
⑤ 引出しの設置
など

拡大図

②②

①①

プランNo毎の図⾯となります。
※プラン組合せ時の配置は、平⾯図でご確認ください。



11

 以下の方法で検索してください。

①「選択方法を選ぶ」で「プランNoから検索する」を
選択します。

②⼊⼒欄にプランNoを⼊⼒します。 例）BC604
③プラン候補が表示されます。
仕様を確認して、プランを選択してください。
例）LVP-A-BC604-H-L-YY

（BC604・引出しあり・カタログ通り）

【Q&A】１．プランNoを直接⼊⼒して検索したい

 以下の方法で選択すると簡単です。

①引出しありプランは引出しをクリックしてください。
②引出しなしプランは横桟をクリックしてください。
③表示拡大ボタンでプランを拡大してからクリック
してください。

【Q&A】２．フリー配置でプランが選択しづらい（間⼝寸法変更時）

③

①①

②②

③③

②②

①①
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 システムでは、納まり上、組合せ可能なプランのみ
登録しています。
（表示されないプランは組合せできません）

【Q&A】３．組合せたいプランがパーツリストに無い

 基本仕様の「⾯材・調湿ボードの表示」ボタンは、
イメージ表示用です。⾒積する場合は、 オプション
画⾯で数量を⼊⼒してください。
※数量の⾃動計算機能はありません。
現場の納まりに合わせて 必要数量を算出してください。

【Q&A】４．面材・調湿ボードを⾒積に反映したい
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１．セットごと⼊替の場合
例）BC604の引出し（下から）

１段＋１段＋２段 ⇒ １段＋２段
①基本仕様画⾯で 引出し︓なしにします。
②オプション画⾯で 該当セットの数量を1にします。
※図⾯やCGは引出しが表示されません。

２．部材⼊替の場合
例）BC604の引出し（下から）

１段＋１段＋２段 ⇒１段＋２段＋２段
 対応できません。

【Q&A】５．引出しセットを変更したい

②②

オプション画⾯

①①

基本仕様画⾯

 基本仕様画⾯、オプション画⾯で調整してください。

例）フック５・サイドバー１⇒ フック４・サイドバー２

①基本仕様画⾯でフック・サイドバー なしを選択します。
②オプション画⾯でフック４、サイドバー２を選択します。
※フック・サイドバーなしにすると、図⾯やCGには表示されません。

【Q&A】６．フック・サイドバーの数を調整したい
基本仕様画⾯ オプション画⾯
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 壁付との違いは、配置⾯の切替です。

①壁付タイプと同様に、仕様を選択してプランを
表示します。

②フリー配置画⾯に進みます。
③表示画⾯の右下の配置⾯ボタン(⻩⾊部分）を
クリックして、⾯を切替えます。

※各配置⾯での操作は、壁付タイプと同じです。

【Q&A】８．ウォークインプランをプランニングしたい
Ａ⾯

Ｂ⾯

①①

②②

③③

③③

 対応していません。

※ヴィータス パネルは 近藤さんとの共同開発商品で、
おすすめプランの構成部材（棚板等）の配置は
変える必要がないプランに仕上がっています。
（クローゼット奥の棚板、前後使い、L字使いなど）
システムもこれに合わせ、基本的に「配置なし」としています。

※なお、取り付け後に、固定が必要な棚板・引出し以外は
エンドユーザーが⾃由に位置を変更可能です。

【Q&A】７．棚板の配置を変えたい
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Aの壁(赤枠)を移動し、Bの図⾯を作成します。
① ⾒積完了画⾯に進み、「部屋に配置する」ボタンを
押します。

② 壁をクリックすると、■･･･■のマーカーが表示されます。
※例︓部屋幅は6130ミリになっています。

③ マーカーをドラッグして、部屋幅を調整します。
部屋幅＝フリー配置画⾯の部屋幅＋壁厚さとなる様
部屋幅の数値をクリックし数値⼊⼒してください。
※例︓部屋幅2000+壁厚さ130＝2130

④ 作成したプラン(グレー部)をドラッグして、左奥の
コーナー(→)に合わせて正しく配置してください。
※壁やコーナーに近づくと、点線や赤丸マークが表示されますので
ガイドとしてください

⑤ 保存するボタンを押して完了です。

【Q&A】９．ウォークインプランの図面で壁の位置を調整したい

BBAA

①①

②②
③③

④④

⑤⑤

プラン
(グレー部)




