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NEXT CG VIEWER とは
「NEXT CG VIEWER」は �DCAD や CG ソフトで作成した �D モデルを Web ブラウザ上で、閲覧・管理・AR 化 (※) 出来る

ソフトウェアです。(※AR 版の機能です )
「NEXT CG VIEWER」をインストールしたサーバへ Web ブラウザからアクセスする事で、高品質な �D モデルを ��� 度

様々な角度から確認する事が出来ます。また、編集機能により、部品の分解やパーツ毎の色付けを行う事で、�D モデルを
細部までわかりやすく確認する事が出来ます。

Web ブラウザで �D モデルを ���°確認

「NEXT CG VIEWER」をインストールしたサーバへ Web ブラウザからアクセスする事で、
高品質な �D モデルを ���°確認する事が出来ます。

▶Web ブラウザで �D モデルを ���°確認 ▶細部まで高品質な描画モデル

▶CAD・CG ソフトからの変換不要 ▶AR 表示でリアルに伝わる

CAD・CG ソフトからの変換不要

�DCAD ソフトや CG ソフトで作成したファイルを変換する事なく「NEXT CG VIEWER」へ
アップロードする事が出来ます。
CAD ソフトがインストールされていない端末からも CAD ファイルを閲覧する事ができ、
�D モデルを確認しながらの打合せや、提案、カスタマーサポートまで幅広く活用出来ます。
また、編集機能により、部品の分解やパーツ毎の色付を行う事で、�D モデルを細部まで
わかりやすく確認する事が出来ます。

細部まで高品質な描画モデル

細部まで高品質な描画モデルを Web ブラウザから確認出来ます。
�D モデルを拡大しても高精細な表示を行う事が出来るため、お客様への提案や、
カスタマーサポート業務でもきめ細かなサービスを提供する事が出来ます。

AR 表示でリアルに伝わる

「NEXT CG VIEWER」へアップロードされた �D モデルは、対応モバイル端末 (※�) で
AR 表示が可能です。
オフィスレイアウトやインテリアも実際の設置場所で AR を確認する事により、
利用シーンをリアルにイメージする事が出来ます。(※�)
※� iPhone 及び、AR 対応 android スマートフォン
※� AR 化は「NEXT CG VIEWER AR 版」の機能です。

NEXT CG VIEWER の特徴

ー

ー

• f ll</¥1 



NEXT CG VIEWER をご利用にあたって

「NEXT CG VIEWER」をご利用頂くにあたり、必要な準備は下記です。

➀ サーバへ「NEXT CG VIEWER」をインストール

➁ 「NEXT CG VIEWER」サーバへアクセスしてアカウントを登録

インターネットへアクセスすることで、会社や自宅、営業先などの外出先からもご利用いただく事が出来ます。

NEXT CG VIEWER がインストールされたサーバ

外出先からのスマホやタブレットから接続

会社や自宅からのパソコンから接続

NEXT CG VIEWER には �D モデルの閲覧・管理・編集機能を持った「通常版」と、「通常版」の全ての機能を利用でき、さらにアップロードした
�D モデルを対応モバイル端末にて AR 表示が出来る「AR 版」があります。

■NEXT CG VIEWER「通常版」と「AR 版」
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NEXT CG VIEWER 動作環境

通常版

AR 版OS： Windows Server����～もしくは Windows��
CPU： Intel Core i�-����K 以上
MEM： �GB 以上
ディスプレイ： ����×���� 以上の解像度
ストレージ： ��GB 以上の空き容量

▶推奨環境
OS： Windows Server����～もしくは Windows��
CPU： Intel Core i�-���� 以上
MEM： �GB 以上
ディスプレイ： ����×��� 以上の解像度
ストレージ： ��GB 以上の空き容量

▶必須環境

AR 版

OS： Windows Server����～もしくは Windows��
CPU： Intel Core i�-����K 以上
MEM： ��GB 以上
ディスプレイ： ����×���� 以上の解像度
ストレージ： ��GB 以上の空き容量

推奨ブラウザ： 「Google Chrome」　対応ブラウザ：「Fire Fox」「Safari」「Microsoft Edge」
※HTML� 対応ブラウザで OS を問わずご利用頂けます。 

▶推奨環境
OS： Windows Server����～もしくは Windows��
CPU： Intel Core i�-����K 以上
MEM： �GB 以上
ディスプレイ： ����×��� 以上の解像度
ストレージ： ��GB 以上の空き容量

▶必須環境

■サーバ動作環境

■対応ブラウザ

「.�dm」「.fbx」「.obj」「.�ds」「.amf」「.dae」「.stl」「.gltf」「.glb」「.json」「.svg」「.vrm」「.vrml」「.wrl」「.xyz」「.step」「.dxf」「.ifc」「.�mf」 

■対応ファイル形式

iPhone： iPhone �s 以降且つ、iOS �� 以降がインストールされている端末
Android： ARCore 対応端末 

■AR 表示対応モバイル端末 (AR 版のみ )
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�D モデルビューア機能
「NEXT CG VIEWER」では、�D モデルのビューア機能は、フルスクリーンで �D モデルの閲覧のみを行う「フルスクリー

ンモード」、簡易的な編集機能を持った「クリエイターモード」、一人称視点でモデルをビュー出来る「一人称視点モード」
があります。

フルスクリーンモード

マウス操作のみで �D モデルを ���°回転、拡大・縮小しながら �D モデルを閲覧する事が出来ます。

▶マウス操作のみで、様々な角度から �D モデルを閲覧する事が出来ます
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クリエイターモード

▶色付・分解機能
�D モデルの閲覧だけでなく、パーツ毎の分解、色付、表示・非表示などの操作をする事が出来ます。

▶閲覧だけでなく、簡易な編集を行う事が出来ます

▶パーツ毎に分解出来ます ▶パーツ毎に表示・非表示を設定する事が出来ます

▶分解した状態で回転も出来ます

▶パーツ毎に色付する事が出来ますk 
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▶スクリーンショット機能
クリエイターモードでは、表示している �D モデルをスクリーンショットする事が出来ます。
また、�D モデルを動かしている様子を動画で保存する事も出来ます。

▶「png」「jpeg」のいずれかで静止画を保存
▶「webm」で動画を保存
▶「thumnail」で �D モデル管理画面のサムネイル 再撮影

▶�D モデルセーブ機能
色付や分解を行った �D モデルは、� 世代まで保存を行い、呼び出す事が出来ます。

▶色付して保存しておいたモデルを呼び出す事が出来る

| Next CG Viewer ヵ！
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▶�D モデル自動 AR 化 (AR 版のみ )
AR 版では、アップロードされた �D モデルを自動的に AR 化します。
クリエイターモードで画面左下へ表示される QR コードを対応モバイル端末で読み込む事で、�D モデルを AR 表示する事が出来ます。

▶SNS リンク機能
「twitter」「facebook」「LINE」へ表示している �D モデルのリンクをシェアする事が出来ます。

また、　　　を選択すると、web ページに �D モデルを埋め込む iflame タグが生成されます。

▶シェアしたい SNS アイコンを選択すると、モデルへのリンクや、
　Web サイト埋め込み用タグが生成されます

▶QR コードを対応モバイル端末で読み込む
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一人称視点モード

一人称視点で �D モデルを閲覧する事が出来ます。
建物の �D モデルでは、実際に建物内を歩いているかの様に、�D モデルを確認する事が出来ます。

���°カメラなどで撮影した画像データをマウス操作で全方位閲覧する事が出来ます。

・パノラマビュー

▶�D モデルの中も、自由に歩き回ることが出来ます

▶その他ビューア機能
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�D モデル管理機能

▶�D モデル一覧

「NEXT CG VIEWER」に �D モデルをアップロードすることで、ブラウザ上で �D モデルを一括で管理する事が出来ます。

▶アップロードされたモデルは � ページあたり � モデルずつ表示されます

▶サムネイルへマウスオーバーする事で、�� 面から
　撮影された �D モデルが閲覧出来ます。
　�D モデルを読み込む前に、簡易的に確認する事が
　出来ます

・カテゴリー検索 ・タイトル、タグ検索

�D モデルは「カテゴリー」「タイトル」「タグ」で検索する事が出来ます。

▶カテゴリの項目は管理者が設定する事が出来ます ▶モデルアップロード時に「タイトル」「タグ」を登録する事が出来ます
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その他 機能
▶エクスポート・ダウンロード機能

▶�D→�D 変換機能

「NEXT CG VIEWER」アップロードされた �D モデルをエクスポート・ダウンロードする事が出来ます。
パーツ単位でのエクスポートや、�D モデルを「.dae」「.gltf」「.obj」「.ply」「.stl」の形式でダウンロードする事が出来ます。　　　　　　

�DCAD のモデルを �DCAD データへ変換する事が出来ます。
読み込み時のデフォルト以外に、投影法を「第一角法」「第三角法」のどちらかを選択する事が出来ます。
また、投影面数の設定、比率の変更を行う事が出来ます。　　　　　　

▶シミュレーションビュー機能
「NEXT CG VIEWER」へ �D モデルを保存する事なく、�D モデルを閲覧する事が出来ます。

ファイルをインポートする為、分解・色付などの簡易編集機能を利用する事が可能ですが、サーバへの保存は行われない為、データベースにデータは
残りません。

▶エクスポートしたいパーツを選択し、エクスポートする事が出来ます
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▶ファイル変換機能
�DCAD 中間フォーマットファイル (「.stp」「.step」「.igs」「.igel」) から下記ファイルフォーマットへ変換する事ができます。

管理者は「NEXT CG VIEWER」にて下記内容を管理する事が出来ます。

ユーザの追加・削除、ユーザ毎の権限を設定する事が出来ます。

権限のグループを設定する事が出来ます。設定した権限グループをユーザに反映させる事で、�D モデルをアップロード出来るユーザを絞ったり、
編集した �D モデルを保存出来るユーザを絞るなどの制御を行う事が出来ます。

▶ユーザ・グループ・カテゴリ管理機能

▶その他

・色付き STEP
・IGES
・Autodesk DXF �D
・Collada
・IFC
・STL メッシュ
・Alias メッシュ
・Autodesk FBX
・glTF �.�
・VRML V�.�
・X�D Extensible �D

(「.step」 ,「.stp」)
(「.igs」,「.iges」)
(.dxf)
(.dae)
(.ifc)
(「.stl」,「.ast」)
(.obj)
(.fbx)
(.gltf)
(.wrl)
(.x�d)

�DCAD 中間フォーマット
�DCAD 中間フォーマット
AutoCAD などで利用される �DCAD フォーマット
�DCG 交換用フォーマット
BIM 中間フォーマット
�D プリンターフォーマット
�DCG フォーマット
�DCG フォーマット
�DCG フォーマット
�DCG フォーマット
�DCG フォーマット

■ユーザ管理

■グループ管理

�D モデルに紐づける「カテゴリ」を設定する事が出来ます。
サムネイル表示時に、ここで設定した「カテゴリ」を利用し、表示させる �D モデルを絞る事が出来ます。

お客様の環境に合わせて、カスタマイズも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

■カテゴリ管理


