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図面の保管状況について【よくある風景（執務室内）】
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乱雑な保管状況
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図面の保管状況について【よくある風景（倉庫内）】

必要な図面が見つからない

空間を圧迫している

大量の図面



図面の状況【破損した図面】
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破損・製本崩れ・色褪せ



「SasaL 図面管理サービス」

一般文書、大判紙図面などの紙情報を電子化し、データ
ベース化することで自在な検索や柔軟な管理を可能にし、
施設、ビル、橋梁、道路等の保全・補修作業の効率化、災
害時における図面のバックアップ対策にも貢献できるソ
リューションです。
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サービスの概要
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SasaL 図面スキャニングサービス

１．図面スキャニングサービス



１ー２．図面スキャニングサービス
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最大Ａ０ノビまでの図面や各種ドキュメント、写真等をデータ化する「スキャニン
グサービス」です。このサービスは古く劣化した青焼き図面等でも、専任スタッフに
よるデジタル補正技術により、よりきれいで見やすい高精細なスキャニングを可能に
致します。またお客様からお預かりした図面は、高いセキュリティ対策が施された、
当社デジタルセンターで行います。



１－３．スキャン例 【原本デジタル補正前:クローズアップ】
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青焼き特有の印刷ムラにより、全体的に

見難く、文字の判読も困難になっている。

図面：
１９９７年９月竣工図面電気
Ａ２見開きＡ１
青焼き 若干の損傷有り

スキャン：
原本：カラースキャン
スキャン後：モノクロスキャン+デジタル補正



１－４．スキャン例 【デジタル補正後:クローズアップ】
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青焼き特有の印刷ムラが取り除かれ、全体的

に見やすく字が読みやすくなった。



■多彩なオプションサービス
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デジタル結合

A0超の資料でも結合処理を行うことでひとつの
ファイルにすることが可能です。２コ～４コイチ。



■多彩なオプションサービス
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各ページ毎にしおりを付与。閲覧した

いページにすぐに飛ぶ事ができます。

ＰＤＦしおり機能
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スキャン価格

参考価格例

一般的なA2図面（A1） 施工図 約50ページ
・青焼きデジタル補正 @400円x50ページ

基本料金 1,000円
合計 21,000円

※見開き
※税別
※送料・梱包材込み

フラットベッド
スキャン

大判スキャン
備 考

A0ノビ／A0(B1) A1(B2) A2(B3)

青焼き
(デジタル補正) 800円 400円 300円

基本解像度は300dpi、データ形式はPNG/TIF/PDF
ファイルサイズ例 A1 : TIFF  約500KB～2MB/枚

カラー/グレースケール 800円 400円 300円 基本解像度は300dpi、データ形式はPNG/JPG/PDF
ファイルサイズ例 A1 : JPG  約1MB～1.5MB/枚

モノクロ 700円 350円 250円 基本解像度は300dpi、データ形式はPNG/JPG/PDF
ファイルサイズ例 A1 : JPG  約～500KB/枚

高解像度フルカラー 1,200円～ 800円～ 500円～ 500dpi～MAX 2000dpi

・製本図面は１冊当りの基本料金としてＡ1（見開き）以上1,000円、Ａ1未満は500円の費用が加算されます。・モノクロスキャンの解像度は300dpiで行います。 ・印刷や外観の劣化度合いによりスキャン費用を増額させて頂く場合があります。
・図面の表紙スキャンは基本的に300dpiカラーでのスキャンと致します。（基本料金に含まれます） ・面の裏表紙及び背表紙はスキャン対象外と致します。 ・運送用ダンボールは当社指定のダンボールとさせて頂いております。
・50冊以上の大量スキャンの場合は、スキャン数把握を図面の厚さによるみなし計算とさせて頂きます。 ・納品はデータ容量により、ＤＶＤ又はＵＳＢメモリを想定しております。
・A1（見開き）以上かつ厚さ4cm以上の図面は、スキャン費用を増額させて頂く場合があります。



２．図面管理システム
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SasaL 図面管理システム



２－１．図面管理システム
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スキャニングサービスでデータ化した図面に対し検索属性定義を付加することに
より高速で多彩な検索が可能になります。これらのデータは、拡大縮小はもちろん、
スクロールなど直観的に操作することが可能です。また各種関連資料を追加するこ
とにより、継続・横断的な維持管理を可能にいたします。

ツリー構造

ファイル

検索枠

ログイン画面



２－２．様々なファイル形式に対応
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Word･Excel･Powerpoint･写真・PDF等様々

なファイルに対応。

※Office文書、PDFは分かりやすくアイコンを色分けして表示



２－３．画面イメージ【図面詳細プレビュー】
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プロパティ情報の表示項目は利用する

部署や用途等によって、自由に設定可

能です。

直観的な拡縮やページ送りが可能
図面･ドキュメントの表示

プロパティ（属性）情報



２－４．画面イメージ【360°画像添付機能】
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図面では分かりにくい場合など、360°画像及び一般

画像を簡単に追加。工事前後の設備の維持管理等にも

有効活用。

画像の添付

画像の添表示



２－５．画面イメージ【手書き追記機能】
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現場で手書き入力を行い、情

報を共有又はデータ送信が可

能です。

手書き追記機能
コントロールパネル



２－６．画面イメージ【文書情報一括投入機能】
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大量な文書情報を階層ごとに一括

で編集・更新することが可能。

ダウンロード

アップロード
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図面管理システムV3.2ポイント！

欲しい図面･ドキュメントを高速一発検索！

図面や各種ドキュメントにメタデータ（検索属性定義）を設定する事により、欲しい
図面を簡単に検索する事が出来ます。大判図面等の重いファイルも、当社独自技術によ
り軽快な検索が可能です。
（原本ファイルはフルサイズでダウンロード可能）

各拠点・出先・テレワークでも！

ペーパーレス化による紙コストの大幅な削減とデータの一元管理が可能です。クラウド
タイプの選択により、各拠点・外出先でも使用でき、また昨今のテレワーク事情にも効
果を発揮します。

Webブラウザのみで利用可能な為、デバイスにソフトのインストール等は不要です。
またシンプルでエクスプローラ感覚の操作性であり直観的に作業が可能です。
現状:Windws環境での、Google Chrome及び Microsoft Edge（新型） で動作保証）
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セキュリティ対策もおまかせ！

ユーザー毎や（閲覧のみ・閲覧／投入／編集・管理者）フォルダ毎のアクセス権限設
定が可能です。またログ管理（操作履歴）が可能であり、いつ・誰が・どんな操作をし
たのか履歴を確認できます。

クラウドピックアップサービス！

大量図面を当社でスキャニング中、図面等の閲覧要望が出た場合に、図面管理シス
テム（クラウド版）を開放！タイムリーな図面や資料のやり取りが可能になります。



２－７．構成例
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図面管理サーバ
(Web)

図面管理クライアント
(ブラウザ)

総務部 管理部 テレワーク

図面管理クライアント
(ブラウザ)

営業部

出先

(本社)

総務部・管理部

支店・営業所

[クラウド構成]

クラウドへアクセスできる環境により、ど
こからでも利用が可能です。

[サーバ・クライアント構成]

組織内にサーバとクライアントの構成を構築。
クローズされた環境での構成です。

図面管理システムＶer3.2（クラウド）図面管理システムＶer3.2（オンプレ）

クラウド
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初期導入費用 350,000円～
月額ライセンス利用料 35,000円／月（保守費用含む）
※利用クライアント数制限なし（同時利用5ユーザー迄）

クラウド版

価格について

オンプレ版

例）
パッケージ費用 750,000円
サーバー購入費用 500,000円～（概算）

初期導入費用 400,000円～
合計 1,650,000円～

月額ライセンス使用料 5,000円／月
年額 〃 60,000円／年
※利用クライアント数制限なし（同時利用5ユーザー迄）



参考：２次元データへの変換、３次元モデルの制作
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紙図面から２次元CADへの変換、および３次元モデルの制作を行います。データ
化によりスムーズな改修計画の実現や、建造物の断面図、ウォークスルーといったよ
りリアリティのあるシミュレーションが可能です。3次元モデルを活用することで、
設計・施工ミスの防止、住民や関係者間協議での合意形成、維持管理の効率性向上な
どの利活用が期待されます。

参考価格
紙図面⇒ 2次元CADデータ化 10,000円／枚～

３次元モデル作成 要相談
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３.【事例】自治体様：執務室に積み上げられた図面を電子化

散在状態の紙図面

            

① 紙図面が各課に散在。管理されていない。

② 必要な時に探し出す手間が膨大。

③ 劣化した図面の取扱いが困難、開くのも一苦労。

① 図面を電子化しシステム化したことにより、一

元管理が可能となった。

② 検索できることで探し出す手間がなくなった。

③ 原本を取り扱うことが無いため、劣化を防ぐこ

とができた。

電子化前 電子化後電子化作業

電子化後は原本図面を探し出す手間や取り
扱うことによる劣化を防ぐことができた
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３.【事例】製造業者様：本社移転に伴い電子化

移転前事務所
内書庫

移転先

新事務所

電子化一括作業依頼

電子化作業

電子化したため保管場所はなく
すべてパソコンからアクセスし閲覧

            

① 本社移転に伴い移転先の保管スペース確保のため
２５％削減を急務。

② 膨大な書類の中から必要な書類を探しだす時
間と手間が無駄だと感じていた。

③ 古くまた大きな書類を開くことが困難だった。

① 資料のデジタル化によって、保管スペースを大幅に

削減でき、移転をスムーズに行う事ができた。

② 電子化されたデータは、パソコン上での検索が可能

になり、探しだす手間が大幅に低減できた。

③ 古く劣化し、閲覧が困難な図面や書類も、デジタル

補正により見やすくなり、業務効率が上がった



扶桑電通株式会社
ビジネス推進統括部 デジタルセンター

〒104-0045
東京都中央区築地５－４－１８
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