
general-1
mura's home 困ったときは まずここの掲示板の過去ログを検索

http://www.mura.sh/
AUTO CAD 掲示板 カスタマイズTIPS KMText Editer メニューカスタマイズ講座　Ｑ＆Ａ
メニューカスタマイズ講座 インターネットの活用 KMENU アップロードフォーラム
てるてる さんの DIESELマクロ講座 飯田さんの ハッチング虎の巻 KMText Editer AutoCAD R 版用 Setenv コマンド
DIESELマクロ講座 (マクロ別) スクリプトメーカー mura's FAQ&Tips AUTO CAD 掲示板 過去ログ

mura's blog mura様 のbiog 　　　日本語 Express Tools あり

http://blog.mura.sh/
Autolisp Loader 2006 カーソルの設定 ポリラインの面積 選択セットに対応 VBAに失敗して（？）変な文字
PDFファイルへの変換 2006 ポインタの入力ツールチップ VBAの自動実行 AutoCAD.NET
-LAYER[画層管理] コマンド フィールドコード VBAサンプル マルチテキストの集計 Express Tools 日本語

VBAでコマンドとツールバーを追加する 文字を処理するVBA Revitのススメ

めぐめぐのお部屋 初心者の女の子の為のCADのページ   掲示板は必見

http://megu.mura.sh/
女の子だけのAuto　CAD相談室 テンプレートの保存場所
スクリプト・マクロ・LISPって何？ ファイルを選択ﾀﾞｲｱﾛｸﾞﾎﾞｯｸｽの‥
エクセルから自動作図
楕円の接線を書く方法

Yuri Weblog 2006,2007の新機能やコマンド,オプション,操作を詳しく紹介　LISPも有り

http://yuri.tcup.ca/weblog/
2006,2007の新機能やコマンド,オプション,操作を詳しく紹介 印刷スタイルテーブルの変更 ソリッドからサーフェスに変換
2006のカスタマイズ法 ファイルを複数開くスクリプト 文字列に数字が入ってるか 3D作成の際にビューポートを分ける
ダイナミックブロック ダイナミックブロックのプロパティ変更 ある点からの曲線への投影点 正面図から平面図を作成
寸法の矢印を反転 グループを消す VLISP Editor ソリッドビューポート

めぐめぐblog 2006の新機能やコマンド,オプション,操作を詳しく紹介

http://megu.mura.sh/megublog/
スライド寸法 メニューバーの順番を変更する方法 ズームのアニメーション バージョン番号
２点間の中点取得コマンド ツールバーにアイコンを追加する方法 選択・非選択プレビュー コマンド定義解除・再定義
隠しファイル（2006） ワークスペースを作る方法 CUIファイルが壊れた場合 面のオフセット
図面ステータスバーの表示・非表示 ツールチップの表示・非表示 WBLOCKのファイルバージョン

My Recipe. カスタマイズことはじめ   MENUカスタマイズ方法

http://recipe.milkcafe.to/
鏡像コマンドで文字も一緒に反転する 分数の記入（スタック） システム変数 MENUかすたまいず
筆記体の小文字エルの記入 マルチテキスト（段落）の書式コード 測量座標 マクロの基本
㎡（上付き文字）の記入 マルチテキストエディタを変更する ビューポート（VP） 短縮コマンドのかすたまいず
ⅠⅡⅢの記入 寸法がバラバラに分解されてしまう 短縮コマンド一覧 サンプルマクロ

今、何しているの？ U2様のblog！！

http://adds.blog.ocn.ne.jp/adds_blog/
AutoCAD LTから乗り換えるAutoCAD 2006 ALT で 3 次元はできない？ プロキシーを削除
（AutoCADとAutoCAD LTの機能比較） AutoCAD の品質
恐るべし DWG TrueView AutoCAD から GoogleEarth へ
シートセット・マネージャ 図面上の文字から図面を検索する

ふるかわっちの便利なAutoCAD 手帳。 AutoCADの便利なTips集

http://blog.goo.ne.jp/blue_mary_39
線種生成モードを『有効』に！ 点フィルタ 図面のページ設定を目的のものに一発変換 既存の円の半径を変更
書かれているはずの文字が表示されない ビューポートのプロパティを変更時にエラー 同じモデル空間内の複数の範囲を連続印刷 スプラインの結合はどうやるの？
テキストエディタで、字の色が薄い Easter Egg PC2ファイルで定義したペン幅設定を変換 外部参照形式・アタッチと上書きを切替
タスクバーに図面ファイルごとにアイコンを‥ 文字検索以外で属性値を置換する 図面上に貼ったOLE図形に触れない！ ブロックの基点を挿入時に変更

はい！なにかごようでしょうか？ CADだけじゃなく、プログラムやコンピューター全般

http://sakai.sailog.jp/isanything/
2D-CADだけで十分か？
商標？
おすすめツール

AutoCAD 転ばぬ先の杖 AutoCAD トラブルの解決方法

http://untamagiru.cocolog-nifty.com/tue/
filter機能：AND　ORの使い方 境界作成が効かない 寸法オブジェクトが表示されない フォントの組み合わせ
スプラインをポリラインへ システム変数あれこれ設定 マウスホイールが使えない ㎥の表記
ハッチング間隔 Excel on CAD→印刷 ホイールのZOOM倍率を変更 Excelへのコピペ
2Dポリラインとポリライン 面積値がおかしい図形 クイック選択 ブロックグリップ・グループ

日コマ雑記帖 2006以降のカスタマイズ法等

http://blog.livedoor.jp/joujoujinsei/
CUI作成要点メモ AutoCADカスタマイズメモ　起動オプション CUIバックアップ(LT2006) AutoCAD：行方不明のコマンドライン
Publishコマンド覚書 他PCへのカスタマイズ環境移設（LT2006) 起動エラー（LT2006)：間違ったフォーマット AutoCAD（LT2006)：画面効果設定関係
2006カスタマイズ（１）　mnuロード menuloadができません？（LT2006) AutoCAD：潜伏してます単位系 AutoCADLT2007関連覚書いろいろ
2006カスタマイズ（２）　右クリックメニュー追加 ツールパレット覚書 AutoCAD：画層フィルタ覚書 AutoCADLT2007　？？な現象メモ

kazumi のお部屋 「エクセルから自動作図」の作者様のページ　　　香ばしいLISPが紹介されています

http://kazumi-h.com/home/
今日のマクロ 今日のLISP ・選んだ数字を基準点から近い順にカウントアップ・矢印付加LISP
・ドキュワークスに変換 ・画層の色、線種ならByLayerに変更 ・選んだ文字に接頭語・接尾語をつける ペーパー空間
・3点を通る円弧 ・色,線種のByLayerをすべて画層の色,線種に変更・連番修正 EXCEL→AutoCAD
・長方形の中心を指定する作図コマンド ・選択した円の中心にコピー ・寸法記入LISP モデルとレイアウトを切り替えるショートカット

黒鱒  - weblog Auto cad web page の詳しい説明

http://dac.dnsdojo.org/mt/
カスタマイズ
トラブル
ソフトウェア
ハードウェア

かわだ亭 MENU他 カスタマイズの解説

http://webs.xrex.net/k-shop/
MENU FILE のカスタマイズ法 ブロック挿入 オリジナルメニュー
線種のカスタム メニューづくり ・複線配管 / スリーブの挿入
自作マクロ その場しのぎ ・消火記号 / 単線配管用継手記号
画層管理
※内容につきましては2006年に抜粋した覚書の為、その WEB SITE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
※LINK先へは自己責任にて訪問して下さい。
※AutoCAD,およびその他の商品名,会社名は各社の商標または登録商標です。
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:: Muu のブログ  :: Illustrator , Acrobat と AutoCAD の連携について

http://blog.nakaji.moo.jp/
AutoCADとAcrobat AutoCADとIllustrator CADとpaso ・QAFLAGS
・Xelo : Acrobat ・目から円弧 ・真の楕円 ・ポリゴンビューポート
・文字検索 ・イラレに嫌われるPLINE ・シートセット ・2007_パフォーマンス調整
・2007とPDF ・長さを測る

yu-soft.com 　+ ゆうソフト+ 便利なTOOLと覚書

http://www.yu-soft.com/index.html
A-CALC/AutoCAD 専用超小型電卓 A-TOOL/P＆ID作成支援ツールバー 「濾過（ろか）」など漢字が出ない 寸法文字を横に向けたい
A-CONT/イージー直行＆スナップ A-BENRY/便利なツールパッケージ 間違って図形をヒットしてしまった SELECTコマンドの使い道
A-PURGE/複数DWG一発パージソフト A-STEEL/型鋼挿入マクロ 壊れた図面を開くには LT97で雲マークを書きたい
A-PIPING/配管図作成支援ソフト A-UNIT/単位変換お手伝いします エキスパート気分に浸ってみよう 属性定義を使いこなす！

ワイアイ設計◆板金筐体設計 メニューファイルの作り方   小ネジブロック挿入VBA

http://homepage3.nifty.com/yi-sekkei/index.html
メニューファイルの作成法 全画層表示 コピー&回転 平行中心線
Excelからのブロック挿入 現在画層以外非表示 回転コピー 正六角形
なべ小ねじ（側面図）ブロック挿入 全画層ロック 移動&回転 長角穴

全画層ロック解除 引出線記入 長丸穴

シビルブックマーク AutoCAD,その他パソコン全般,資格などのリンク集

http://homepage3.nifty.com/civil/index.html
AutoCADリンク集 ・DIESEL Tip’S ・ブロック登録ルール
・プロッタ ・その他（ＪＷ含む） ・ＬＴ２０００の設定 ・内部定義ブロックの削除
・VBA・デルファイ・オプションソフト ・ＣＡＤ-ＤＡＴＡ ・ＬＴ２０００のページ設定、印刷 ・ペン設定で、レイヤごとに色が‥
・LISP ・土木・設計で使えるソフト ・テンプレートについて ・複数のビューポートを設定する

土木 IT 支援 /CivilCOM 土木関係のIT全般支援サイト

http://www.civilcom.co.jp/
ＣＡＤ製図基準（案）関連 Data DownLoad Library ＡｕｔｏＣＡＤ　Ｍｅｍｏ＆Ｎｏｔｅｓ ・ＡｕｔｏＣＡＤ ＬＴ サービスパック
ツールバー（コマンドとアイコン） ・土木標準図 ・一般的な測量座標 ・特定の線を印刷させない
システム変数 ・鋼材 ・使用していない内部データを削除 ・データ内のエラー監査

・スクリプト・ファイル集 ・アクティブアシスタンスを表示しない ・一般的な印刷方法

アキ・スペ－スデザイン　一級建築士事務所 Jww と Auto CAD 　日影図・天空図　　手描き風プレゼン用パ－ス

http://homepage2.nifty.com/AKI-SD/index.html
Jww と Auto CAD の操作の比較 手描き風パ－ス
Jww から Auto CAD へデ－タ－変換 SketchUp でレンダリング
 Auto CAD から Jwwへデ－タ－変換
Auto CAD LTで日影図・天空図を作成

土木の  Excel と  AutoCAD 道路、橋梁設計で便利な小物集

http://www.geocities.jp/kobosdoboku/
クロソイド線形作図 擁壁断面図 Diesel etc. AutoCAD　Dwg　図面
縦断線形作図 函渠断面図 ・ポチ筋　9方向作図 ・レイヤー設定済み図面
橋台断面図 鉄筋重量表 ・スターラップ ＆ フック ・寸法設定済み図面
橋脚断面図 XYEL表　n列n行表 ・寸法値　10@250= < > ・Cals CAD Manual Ver21

土木な人のAutoCAD&Jw_cad Denさんの Excel を使ったCAD の作図

http://www.geocities.jp/been_den/
クロソイド曲線作図
集水桝作図&材料計算

本間建築設計事務所 ちょっと便利な小技集

http://homepage1.nifty.com/HAO/
一時OＳＮＡＰ グリップを使って編集 白抜き文字 サブメニューのトリム（T）って何？
選択の解除 スナップ点の切り替え 数値入力時の除算数値 簡単な距離測定
トリムと延長の切り替え 図形の簡易移動 角度と長さを指定した線分 トリムがうまくできない？
既存線分から垂線を描く ２重線で壁の作図？ 重なった図形の選択 マウスホイールの設定

電子納品についてのWiki 電子納品についての覚え書き帳

http://www.wikihouse.com/calsec/
AutoCADのレイアウトを設定する 寸法線がきちんと変換されない
2004形式で保存されたdwgファイル‥ データフォーマットサービス
文字入力はDtextで
開けないDXFファイルを開くには

建築萬紀行 建築業界の四方山話

http://blue.ap.teacup.com/palphad/
教育用AutoCADデータ
インプレイス機能
3Dな作業

小久保設計 AutoCAD LT 改造計画！！

http://www2m.biglobe.ne.jp/~kokubo/index.html
電子化図面データ作成のポイント 知っておくと便利な操作 ・回転角を0°0′0″形式で‥ AutoCAD QandA
AutoCAD LT 改造計画 ・ペーパー空間で９０°回転させて‥ ・線の太さを反映してExcelに‥ ・縮尺の違う図面に貼り付けるには

・ボックスや線分ルートの傾斜角度‥ ・アンダーラインを付けるには ・テンプレートに合わせるには
・寸法値の表示にカンマをつけるには ・「トリム」と「延長」を切り替えるには

TAS ホームページ 面積データとPDFによるハイパーリンク

http://www002.upp.so-net.ne.jp/tas/index.htm
属性データ入力のすすめ ARIA.LSP CADデータリンク集
Excelによる面積データ管理 ARIA-E.LSP 建材メーカーのリンク集
ハイパーリンク図面のすすめ ARIA-IN.LSP

ARIA-OUT.LSP

【浮地キャドシステム】 ラスターベクター変換と地図トレースのしかた

http://homepage3.nifty.com/ukachi/
ラスターベクター変換 CADトレース ・部品を用いたトレース 技術情報（旧）
・カラー画像をモノクロデータに変換 ・イメージデータCADの背景として‥ ・修正及びチェック ・トレースの方法
・ラスターベクター変換を上手くする‥ ・地図の等高線のトレース ・大きな図面をスキャンするには
・ラスターベクター変換の実際 ・家屋のトレース ・サンプルファイル
※内容につきましては2006年に抜粋した覚書の為、その WEB SITE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
※LINK先へは自己責任にて訪問して下さい。
※AutoCAD,およびその他の商品名,会社名は各社の商標または登録商標です。
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低レベルCAD の部屋 情報は古いが‥？

http://www2.famille.ne.jp/~hasi/cad/index.html
AutoCADのバージョンと互換性 他図面から簡単にコピーする方法 快適に動作するためにメモリーはどのくらい必要か？
AutoCAD LT 97からLT 98に移行 文字化けについて 画面表示色について
トレースをする AutoCAD LT 97 + MS IntelliMouse 大きくなりすぎた図面サイズについて
文字を漢字変換できない 「AutoCADスクリプトファイル」に関連付けされたのを元に戻す方法

HOT SPRING 女性CADユーザーのためのコミュニティーサイト

http://hot-spring.org/index.html
使えるサイトリンク集 ・ＣＡＤデータダウンロード
・ＣＡＤ情報 ・ＣＡＤ関連サイト その他
・ＣＡＤソフトメーカー
・ＣＡＤスクール

CAD 図建＆CAD の魅力 凄い量の覚書がある

http://www.fureai-ch.ne.jp/~zuken/
AutoCAD LT2005の操作確認覚書 建築CADデータを入手するリンク集
同上に基づく図面作成などの実地例 建築関係製品取扱メーカーリンク集
AutoCAD ＬＴ2004の学習に依る覚書
AutoCAD ＬＴ2002の図面作成実地例

建築設備CAD の情報（CADWe’ll CAPE 等） CADWe’ll CAPE の使い手！！

http://blog.so-net.ne.jp/cad_support/
AutoCAD 2007の新機能
ダイナミックブロック

SeaGate Blog SeaGate HomePageのblog   2007ざっくり説明

http://pub.ne.jp/seagate/
VBASTMTコマンド
AutoCADのバージョン
2006年だけどAutoCAD 2007

けっぱるぞ  AutoCAD blog 版 DEN屋さんのツブヤキ日記

http://blog.goo.ne.jp/nerima10denya
コマンドラインからの直接入力 
スクリプトを利用する
BLIPMODE
ちょっとした裏ワザ

zero Autocadと3Dの話

http://blog.goo.ne.jp/zero_1977/
AUGI-Gauge
Autocad2007発表について
2007の表示

Adec'K CADを教えた記録‥

http://adeck.blog20.fc2.com/
2006とダイナミック文字記入 ズームの微調整（パクリ）
stb→ctb レイアウト(ペーパー)空間で破線が実線？
トリムと延長 CAD講座記
ポリラインと線種生成

In The Machine オートデスク製造ソリューション公式ブログ

http://in-the-machine.weblogs.jp/
オートデスク製造ソリューション公式ブログ

CAD Japan.com 凄い量のTOOLとパーツライブラリ

http://www.cadjapan.com/
CADalog ・ベンチマーク、ドライバ、ビューワ 2Dパーツライブラリ AutoCADスクール
・3Dツール、文字／寸法ユーティリティ ・日本語版AutoCAD用ツール 3Dパーツライブラリ
・建築ユーティリティ、部品ライブラリ
・部品ライブラリ、土木／測量/電気

AUTO CAD MASTER CAD掲示板は必見

http://www.autocad-jp.com/
CAD掲示板  CAD MASTER ・文字の特性だけをコピーしたい ・DXFファイルが開けない
CAD人材BANK ・ペーパー空間で破線等が表示‥ ・寸法数値に桁区切りを入れたい ・図形の縦横比（X,Y）を変えて作図

・任意の線種を作成したい ・マウスの動きがおかしい ・文字が白抜きになってしまう
・寸法文字を2段にする ・配列複写をスピーディに使いたい ・寸法線が勝手に分解されてしまう

interLABO CAD&CGマガジン！

http://www.interlabo.com/
AutoCAD会議室
サンプルデータのダウンロード
interLABOイントラネッツ

CAD 日記 CAD・アドオンツール開発者の日記　　すーげー！

http://blog.so-net.ne.jp/cadse/
PDFとDWF AutoCADの魅力 ハッチング AutoCADの警告
SXF バージョン表記 ライトウエイトポリライン UnicodeとAutoCAD
OpenDWG DWGを読む バイナリDXF スプライン
RealDWG SXF部分図 AutoCAD2007 外部参照という憂鬱

日々のあれこれ・・・ 実践的AutoCAD使い方研究管理人様の日記

http://blog.livedoor.jp/cadmain/
LT2006が届く 画層削除の件で・・・ LT2007が届く!!
2006、実践で使用 またも教えて頂きました・・・ 実務で使ってみました。
引き続き、各コマンド変更点 （オフセットだけの特異な現象） ダイナミックブロックを使ってみました。
AutoCADの高度な機能 NASAで使うの？ LT2005以下の方は買い!!
※内容につきましては2006年に抜粋した覚書の為、その WEB SITE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
※LINK先へは自己責任にて訪問して下さい。
※AutoCAD,およびその他の商品名,会社名は各社の商標または登録商標です。
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Neo NSD Web Site AutoCADの小技 と Excel VBA

http://homepage2.nifty.com/nsd/
２点間の中心を選択
グループ選択・解除
部分削除コマンドを変更

NEO NSD blog Neo NSD様のblog

http://nsd.air-nifty.com/
ACadで測量座標
（円弧の任意点間を測るマクロ）
円弧長の計測
（測量座標系にする方法）

FARCHI-WEB ｜  建築フォーラム だいおー様運営の、CADから建築全般のコミュニティサイト

http://forum.nifty.com/farchi/
【 AutoCAD サロン 】AutoCAD情報交換 ファイル変換LAB ・DXFファイルの構成 AFWords
【 CAD 質問室 】 ・拡張子別・CAD一覧 ・DXFバージョンによる違い AxxCad 
【 データ変換 】 会議室 ・AutoCADデータ対応CAD一覧 ・SXFの基礎知識 JacConvert
【 書評一般・推薦書籍 】 ・DXFの基礎知識 拡張子サーチ （ＰＤＦにもできるコンバーター）

豊田保之 / トヨダヤスシ建築設計事務所 -blog AUTOCADLT2000のコマンド紹介

http://blog.t-sakan.com/?cid=18139
AUTOCADと線延長コマンド AUTOCADと自動面積計算
AUTOCADと任意回転コマンド
AUTOCAD・右クリックで連続複写！
AUTOCADと面積・周長計算

のがみてつろうのホームページ 大量のEXCELツールとCADのTIPS

http://www.d-b.ne.jp/nogami/
ＥＸＣＥＬによる「ＣＡＤスクリプト作成てん＆せん 手っ取り早く多数の文字の同一修正をする 削除出来ない画層の対策
円弧を含んだ図形の面積を測定する
２直線の外側の、角度寸法を記入する 手っ取り早く全図形を分解するマクロ
たくさんの特定の図形を、手っ取り早く選択する １クリックで線上にブロックを配置するマクロ

詩音の奮闘日記 ＣＡＤオペレーターの資格試験合格への奮闘日記

http://blogs.yahoo.co.jp/yuuki_shionchan
CADオペレーターへの道

tomolog アーキウィル石崎建築設計のtomo様のblog　　シートセットについてのPDFが！

http://tomoiszk.asablo.jp/blog/
ダイナミックブロックコンテスト_3 （サンプルPDF）
ダイナミックカレンダー ・Autodesk University Japan 2006
AutoCAD 2007 レンダリング ・シートセットマネージャの活用例
Autodesk University Japan 2006 ・フィールドオブドリーム、シートセットマネージャへの展開

99BROS ハイレベルなコマンドの宝庫

http://www1.harenet.ne.jp/~hanafusa/mt/memo/

備忘録

AUG-JP オートデスクユーザグループJapan

http://www.aug.gr.jp/
AUGI HotNews オンラインラーニング ＡＤＥＳＫＪＰ/ＦＡＱ メンバーシップ ランド 掲示板
AUG-JPフォント ・ダイナミックブロック ・メニュー配置をユーザ別で変更する ・AutoCAD 一般
AUG-JP 線種 ・AutoLISP入門 ・スプラインを ポリラインに変える ・カスタマイズ関連
AUG-JP ハッチングパターン ・ＹＯ's MDT course ・180度を越える角度寸法を記入したい ・オートデスクへの要望

Autodesk Japan Q&Aは流石の情報量　　サンプルも使える！

http://www.autodesk.co.jp/
製品情報 ・シートセットマネージャ サンプル ・Active X を利用したサンプル Autodesk -Technical Q&A
ダウンロード ・DWG TrueConvert ・AutoLISP サンプル 片方の線だけをトリムするフィレット
・Service Pack & パッチ ・Menu and Toolbar Porter ・VBAを使ったサンプル
・AutoCAD クイック アンサー ・Cleanup Tool ・カスタマイズセミナーサンプル
※内容につきましては2006年に抜粋した覚書の為、その WEB SITE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
※LINK先へは自己責任にて訪問して下さい。
※AutoCAD,およびその他の商品名,会社名は各社の商標または登録商標です。
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□□ autocad report □□ 【♪】Tools    　　AutoCAD NEWバージョン情報はおそらく国内最速

http://www.geocities.jp/acad_rep/
AutoCAD 各バージョンのレポート express tools日本語化 イメージつきのdwg ファンキー鳥人
【♪】Tools 右クリックにグループ化追加 悦子
lisp 作り方講座 イメージタイルメニュー 作り方講座 悦夫
visual lisp 作り方講座 ハッチングパターンファイル

LISPWEB LISP講座 から Delphi講座, 外部参照の使い方まで‥すごい

http://yuri.tcup.ca/lispweb/
LISP講座 LISP TIPS MEMO
・LISP FOR LISP ・横断図作図コマンド ・ctbからstbに変えたい ・filedia 0 と ~ (チルダ）
・LISP FOR DIALOG ・画層作成コマンド ・数量表を作りたい ・QLEADERの設定
・SCRIPT FOR LISP ・画層変更・保存・呼出コマンド ・平面図から横断図を作成する ・LISPでMTEXTを実行

BS2-CAD & AutoCAD Users Page Lisp メモ, VBA メモ は必見！！

http://jo-mat.net/cad/index.htm
Lisp メモ 知得情報 AcadMATメニュー
VBA メモ ・書式コードを利用した編集方法 ・設定が変わってしまった時の対処法 ・ブロックの置換え

・ラスターデータを利用した‥ ・UCS [ユーザー座標系] を使ってみる ・寸法値の水平方向を反転させる
・Ｒｅｆｅｄｉｔを使ってみよう ・開けないＤＸＦファイルを開くには ・文字オブジェクトの内容を交換

AutoCAD Parts LISP コマンドの宝の山

http://www18.ocn.ne.jp/~haru_h/
AutoLISP ・番号　連続可能 ・画層の変更（ﾛﾝｸﾞﾈｰﾑ対応） VisualLISP
・ﾎﾟﾘﾗｲﾝ頂点削除 ・ﾌｫﾙﾀﾞ内のDWGﾌｧｲﾙ名情報 ・画層の合成 ・ﾒﾆｭｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｽﾄ
・折線の基点・終点を逆にする ・文字検索＆編集 ・同画層のTEXTを高さ別画層へ移動 ・寸法ｽﾀｲﾙﾘｽﾄ
・ﾌﾞﾛｯｸの画層を０画層に変更 ・文字の連結 ・カッコ作図　(・・)　<・・> {・・} ・ﾒﾆｭｰﾊﾞｰﾘｽﾄ

AutoCAD 関連情報 入門講座は必見

http://www.poporo.ne.jp/~k-five/kf-acad.htm
ＡｕｔｏLISP入門講座
AutoLISP情報交換ボード

Lisp Academy 先輩方の軌跡

http://ouji.vis.ne.jp/home/
りすぷってなに？ 展示室 ・ロックされたレイヤをグレー表示 宿　題
おぉとりすぷの広場 (教室) ・オブジェクト,画層単位で表示非表示 ・選択したTEXTに枠を付けます ・文字を選択して指定位置で分割
校長室 ・現在の表示と非表示を切り替え ・H型鋼作図コマンド ・拡張オフセット
教授室 ・寸法図形を分解してポリラインに ・花火 ・Acadで花を咲かせよう！

桂  flash バージョン リンク集の　データライブラリー　は膨大な量

http://www.enjoy.ne.jp/~katsurar/
JW_CAD Auto_CAD なんでも受付 掲示板
桂のAuto CADサイトリンク集

@be'shome 役立つLISPが沢山

http://www.asahi-net.or.jp/~ea5h-ab/
textpl.lsp　（文字結合） kiseki.lsp　（車の軌跡記入） lac.lsp　（画層ごとに次々に表示） filescr2　　（スクリプト作成ソフト）
k2.lsp　（数字の足し算） k2.lsp　（数字の足し算） kc.lsp　（矩形型に削除、コピー）
cunter.lsp　（数字カウンター） hkou.lsp　（H型鋼入力） dd2.lsp　（連続DDEDIT ）
chtext2.lsp　（文字エンティティを変更） mm.lsp　（中点を取る） midori.lsp　（矩形の植栽を書く）

Cafe Bohemia こちらのLispは大変お世話になっております

http://homepage1.nifty.com/okap/
Auto Lisp ・修正寸法チェック ・寸法を反転する DIESELマクロ
・交点分解 ・アニメーション作成 ・線分をホウラクする ・カウントアップバルーン
・誤差機能付き二重作図チェック ・文字列の内容を入れ替える ・寸法・文字サイズ一括変換する ・オフセット後　現在層
・リアルタイムボルト作図 ・表を作成する ・ウィンドウ枠でオブジェクトを切り抜く ・交点分解

ユーザーフレンドリー 洗練されたコマンドと資料    　Lisp と VBA の比較

http://www.hptown.com/ucad/
フリーソフト 線分（コマンド使用）を作図する 単位ベクトルを求める シェアウェア
・中間線分作図 （Lisp, VBA） 図形を選択する 有限線分左右へのオフセット点を‥ ・包絡処理
・複数線分カット （Lisp, VBA） テキストファイルを読み込む 点列で囲まれた面積を求める ・求積
・複数線分トリム＆延長 （Lisp, VBA） ダイアログボックスよりテキスト‥ ベクトル方向へ並べ替える ・建具作図

T.T.STATION ちょっと便利な小道具LISP

http://www.ne.jp/asahi/tt/station/
2線を選択して指定ピッチで比例複写 展開図なんかに標高を記入 構造物の端部記号作図 オフセット指定平行寸法線作成
任意間で指定ピッチに連続複写 中点に寸法設定のサイズで記入 スクリプト等でTEXTコマンド 円弧上の任意2点間の寸法線作成
指定したレイアのみ複写 法面作成補助 下水縦断の追加距離などの文字記入
ラップ鉄筋の作成 ヒューム管等の端部記号作図 オフセット指定長さ寸法線作成

有限会社舞浜設計社 dcl にてダイアログをだすタイプのコマンドが多数！！

http://www10.plala.or.jp/mai/index.html
線分をオフセット＋ ドアを作図 線分を指示して捨てコン＋割栗断面 ハッチングオブジェクトを一括編集
線分をまとめてオフセット 扉軌跡を作図 低機能テキストエディタ スライドとリストとバッチを作成
ポリラインをオフセット＋フィレット 折戸を作図 天井作図・変更 建具記号を配置
線分をオフセット＋ハッチング 文字を選択してＨ鋼作図 杭を作図 躯体図符号のブロック図形を配置

zendayu 土木関係の Autolisp と ハッチングパターン

http://homepage1.nifty.com/zendayu/
AutoLISP ・φ付文字作図 ・基礎材作図 土質記号ハッチパターン
・CL印作図 ・十字線作図 ・地盤線作図
・引出し線付標高作図 ・同心円作図 ・基礎材作図（中間部）
・標高作図 ・１本線作図 ・基礎材作図 2段

AutoCAD カスタマイズ入門講座 Auto Lisp マニュアルのメールマガジン

http://www2u.biglobe.ne.jp/~Saturn5/backN.htm
Auto Lisp マニュアルのメールマガジン

※内容につきましては2006年に抜粋した覚書の為、その WEB SITE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
※LINK先へは自己責任にて訪問して下さい。
※AutoCAD,およびその他の商品名,会社名は各社の商標または登録商標です。
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あつひろの  ＊ＭＤＴあれこれ＊サブサイト 現在整理中‥

http://www.geocities.jp/kaita_kawasaki/atsu/etct/atsuhiroetc.htm
Ａｃａｄ/お役立ちＬＩＳＰ

株式会社インフォテック LISP 2点と　フリーのデータ等

http://www.infotec-k.co.jp/index.htm
AutoCAD LISP集 AutoCAD部品集 ・建設機械部品（クレーン編） ・交通対策図用凡例
・異縮尺オフセットLISP ・施工計画用部品 交通対策図作成 ・道路使用許可書大阪府版
・数値加減LISP ・建設機械部品（重機編） ・交通対策図部品スライドライブラリー

・建設機械部品（車両編） ・交通対策図用図面枠
J.A.M. 構造設計 カスタマイズ講座は工事中

http://homepage3.nifty.com/jamxcec/index_start.html
MIDP.LSP MODE_RS.LSP CMH841.LSP
（２点の中点の座標を計算） （システム変数の値を保存する） （２本の線分を１本の線分に置換） AutoCADで木造耐震
M_LAYER.LSP PT_SORT.LSP CMH842.LSP ROAL-L.LSP
（レイヤ名・色・線種を同時に設定） （任意の3D点のLIST を、PLINE で結ぶ） （指定された区間に指定した間隔で複写） （縦断図を作図）

AutoCAD トレーニング  キャド教育センター 各種 manual と LISP の公開

http://edu.kkkxcec.com/
LISP ・XCLIPの分解・切取り トレーニング体験コース
・イメージの分割 ・外部参照 文字リンク ・Step1 ・フォントのマッピング
・3角形 （3辺の長さを指定） i_Area ・無料体験セミナー データ ・シートセットマネージャ
・包絡処理 （面積計算プログラム） ・Demo Training
※内容につきましては2006年に抜粋した覚書の為、その WEB SITE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
※LINK先へは自己責任にて訪問して下さい。
※AutoCAD,およびその他の商品名,会社名は各社の商標または登録商標です。
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とってぃの部屋  ～ AutoCAD マクロ屋本舗～ マクロならここ！　　講座も充実！

http://www.ric.hi-ho.ne.jp/r-bagio10_adp10/
カスタマイズ講座 マクロ屋 ・整列ストレッチ ・異尺度復元
・メニューファイル作成/登録 ・水平/垂直　構築線 ・エンター連続オフセット ・文字枠作成
・属性とは ・文字内容コピー ・ｶｳﾝﾄｱｯﾌﾟﾊﾞﾙｰﾝ ・切取削除
・マクロ作成 ・ポリライン一括結合 ・寸法値異尺度変更 ・切取りコピー

ST_CUSTOM マクラー学校

http://www2.odn.ne.jp/cad/
講座 ・ＤＩＥＳＥＬ文字列式（カーソル切替） マクロ
・予備知識 ・ＤＩＥＳＥＬ文字列式（仕上記号取付） ・自動連番風船記入 ・寸法補助記号・文字の追加・変更
・独自メニュー作成のための下準備 ・丸ごとシステム変数 ・鋼材取付 ・寸法線先端記号変更,補助線不表示
・面取り／基本的なマクロ作成方法 ・不表示・再表示のマクロ ・簡単尺度設定・変更 ・円弧長寸法記入

acltMASter masmenu と 2006のカスタマイズについての説明

http://www.geocities.jp/acltmaster/
作図に入る前に覚えるべきこと ・右クリックのカスタマイズ masmenu ・現在層にオフセット
・主な機能変更点 ・視覚効果の設定 ・文字複写＆修正 ・1/2距離（中点へ）オフセット
・画層フィルタの削除方法 ・ダイナミック入力の解除 ・扉作図 ・レイヤー状態呼出
・印刷時の設定方法 ・ズーム表示のアニメーションOFF ・字消し板（範囲指定削除） ・DXF書出

LI Support 超便利！ なマクロがっ！！

http://homepage3.nifty.com/LISupport/index.html
オブジェクト現在画層、ＢｙＬａｙｅｒ変換 ミラーコマンドの一発版 表示される座標のモードの切り替え マルチテキストエディタ
図面枠のタイトル部（右下）にズーム 直線オブジェクトをポリラインに結合 現在の作図状態を表示 ＤＸＦファイル閲覧
キャンセル 幅と高さを入力して四角形を書く よく使う文字メニュー アイコンエディタ
イレーズボタンの絵を変更 たすき掛けの線を引く 配管アイソメ用ツールバー ファイルオープン

CAD 設計製図資料室 形鋼自動作図マクロ はボタンを押してコマンドラインに貼り付けるだけ

http://at.wxw.jp/binran/
自動作図マクロ ・溝形鋼 AutoCAD雑記帳 ・DXF図形の最小テンプレート
・フランジ ・I 形鋼 ・スクリーンの背景色を変更する手順 ・マルチテキストに使える書式コード
・H形鋼 ・XML解析 - LISP ・画層管理に使えるメタ文字
・山形鋼（等辺） ・文字列再帰置換 - LISP

TAKEDAarch フリーのマクロ と シェアウェアのツール

http://homepage2.nifty.com/TAKEDAarch/index.htm
T_area menu V3　　　（面積メニュー） T_menu ・移動して回転 ・ﾎﾟﾘﾗｲﾝ変換
T_area tool　　　（T_area menu + etc.） ・画層コントロールメニュー ・コピーして回転 ・中心線から振分
T_ DATA　　　（部品DATA） ・長さ寸法記入(補助線なし) ・連続ｵﾌｾｯﾄ（ｵﾌｾｯﾄした線を現在層に） ・中心線

・ドア円弧記入メニュー ・反転移動 ・四角形（中心指定）
メニューマクロによる AutoCAD カスタマイズ ３種類の便利な配列複写 などのマクロの紹介

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/r-nomura/
H鋼作図 選択したオブジェクトの画層のみ表示 ３種類の便利な配列複写 仮想線延長
線分をポリラインに結合 両側、現在画層オフセット 片開きドア作図 オブジェクトを現在の画層に
すべての画層を表示 中点にオフセット 両開きドア作図 現在画層にオフセット
現在の画層のみ表示 ２本の線の中心線 仮想線トリム 振り分け寸法

あだち設計 ためになる覚書と便利なマクロ

http://www3.ocn.ne.jp/~adachiao/
メニューファイルの種類 部分削除で｢@｣を入力する 印刷したときに、点線又は濃淡がある 便利なマクロ
ＲＥＶＤＡＴＥ 上付き文字"ｍ2"　"ｍ3"の入力 ３ＤをＤＸＦＯＵＴまたは２Ｄ図面にする ・一括トリム・延長
トラッキング　　ｓｈｉｆｔ＋右クリック フォントマッピングテーブル 用語解説 ・マルチテキストエディタ切替マクロ
｢トリム｣｢延長｣でエッジ（E)を指定 座標が傾いたままになってしまった Ｏスナップの切替　　「Ｔａｂ」キーを押す ・バルーンマクロ

CADJYUKU 自動作図マクロ と メニュー

http://homepage1.nifty.com/kazucyan/
自動作図 JUKUメニュー カスタマイズ
（各種自動作図マクロ） ・包絡処理 ・ハッチングファイルの説明 ・コピー後に回転

・各種記号作図マクロ ・2点・4点自動切断 ・中心線振分
・面積加算・減算モード

CADBOY home pages マクロの紹介と登録方法の説明

http://www.ne.jp/asahi/cad/cadboy/
仕上記号記入 回転複写 垂直下書き線 色付きの図形を黒で印刷する方法
DIESEL を使った風船 図面枠作成 ２点指定下書き線 寸法値を任意の位置に移動する方法
円、円弧の中心線自動作図 _lengthenを使った線分の延長・縮小 角度指定下書き線
直径記号記入 水平下書き線 下書き線消去

PLANETco. INDEX マクロ3種

http://www2g.biglobe.ne.jp/~planetco/
AutoCAD 運用 Guideline （案） Excel アドインプログラム マクロ
連続出力システム（TOOL） ・窓枠出力
スイスイおぼえるAutoCAD LT ・測量座標系の設定

・測量座標系の設定解除
( 株 ) 朝日開発 朝日開発様TOPは‥

http://www.c-ad.jp/doka/doka.html
ELの表示（EL=） 仮想トリム・延長 面積旗揚げ 距離計算
標高の旗上げ オフセットトリム・延長 ポリラインの面積書き出し ポリライン長さ書き出し
鏡像Y 面積計上 ポリラインの面積旗揚げ ポリライン長さ引出線記入
一括トリム・延長 面積書き出し 境界作成

土木の  Excel と  AutoCAD 土木用の作図プログラムとDieselマクロと図面作成の覚書

http://www.geocities.jp/kobosdoboku/
ExcelからScript送信して作図 ・函渠 ・寸法値　10@250= < > Cals CAD Manual Ver21
・橋台 Diesel ・加工図から鉄筋重量表へ （AutoCAD土木図面作成の覚書）
・橋脚 ・ポチ筋　9方向作図
・擁壁 ・スターラップ ＆ フック

Afsoft DIESELマクロの説明から、なんと自作CADの製作まで！！

http://afsoft.jp/
AutoCADのDIESELマクロ ＣＳＶファイル ＳＴＥＰファイル
・DIESELによるコマンドマクロの組み方 ・図形範囲を長方形として作図するマクロ ＤＸＦファイル 数学とＣＡＤ
・DIESEL文字列関数 ・直交線を作図するマクロ ＰＣＥＳファイル ＣＡＤ作ろ！
・面積計測をした結果を記入するマクロ ＩＧＥＳファイル
※内容につきましては2006年に抜粋した覚書の為、その WEB PAGE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
※LINK先へは自己責任にて訪問して下さい。
※AutoCAD,およびその他の商品名,会社名は各社の商標または登録商標です。



macro-2
Auto-CAD マクロ 学生による卒業研究の内容　　　マクロ作成の手順なども

http://www.paw.hi-ho.ne.jp/moro11/
AutoCADとは マクロの作り方 マクロ一覧 ・連続円弧作図コマンド
マクロとは ・マクロに必要なもの ・連続直線作図コマンド ・クイックトリムコマンド
マクロの必要性 ・コマンドボタン作成手順 ・連続オフセット線分作図コマンド ・L字包絡処理コマンド
JW－CADとの比較 ・マクロコマンド作成 ・連続円作図コマンド ・四角形中心指定連続複写コマンド

AutoCAD LT Labo! あると便利なマクロ達！

http://homepage.mac.com/takeharuyabe/autocadlt/
・削除ツール ・回転複写 ・選択図形をカレントレイヤにする ・UCSを45度傾ける
・4頂点の閉じたポリラインを描く ・その場にコピー ・全レイヤーフリーズ解除 ・すべての名前削除
・複数の線分を閉じたポリラインに変換 ・カレントレイヤーにオフセット ・カレントレイヤー以外全レイヤフリーズ ・長方形を＠マークなしで‥
・左右反転ミラーコピーを1点指示で ・ByLayerにする ・矢印を描く ・A1用紙サイズの四角形

トヨダヤスシ建築設計事務所 建築図用のハッチングパターンと、webで集めたマクロ集

http://www.t-sakan.com/
ＡＵＴＯＣＡＤ2000ＬＴ　マクロ集 ・X,Y軸にオブジェクトを揃えるマクロ 文字高,寸法高,印刷カスタム尺度基準表 ハッチファイル
・通り芯画層と寸法表示画層のみ表示 ・ドア記入 ハッチ基準寸法 ・断熱厚75ﾛｰﾙ
・コピーエンター連続 ・2点間の中点スナップ AUTOCADプロットファイル ・断熱厚90ﾛｰﾙ
・ドア記入 ・中間点から直線 スタンダードDATAFILE ・割栗

こんな感じになります マクロ と 作図Tips集

http://ameblo.jp/a-boys/
三角形に内接する円を描く 相対座標を使っての連続複写マクロ
接線で円と円を結ぶ DWG TrueConvert
面の幅を指定して面取りするマクロ 簡単！接線作成マクロ
マクロ登録の方法

ＦＡ電気設計ノート 電気製図に役立つマクロが数点

http://fa-note.com/blog/
「全体表示」をして「上書き保存」をして閉じる」マクロ 起点と終点の１回限りの直線を作成するマクロ
配線の交点を作図するマクロ 現在の図面をDXFで保存して終了するマクロ
ボタンの追加方法 半径1.25mmの円を作成して直線を切り抜くマクロ
マクロとスクリプトの違い

Small Engineering Yard 便利なマクロとMENU

http://www2.ocn.ne.jp/~sey/
Auto CAD LT マクロ集 ・片方の寸法補助線を消すマクロ ・中心線付きの円を描くマクロ 機械要素DXFデータ販売
・色、線種をBYLAYERにするマクロ ・幾何公差の先端を黒塗り三角にするマクロ LT_MENU
・両方の矢印を小さな黒丸にするマクロ ・十字線を描くマクロ LT20_MENU
・両方を矢印にするマクロ ・部品番号を描くマクロ

A-BOYS マクロとその使い方説明

http://doors.to/a-boys/
三角形に内接する円を描く 相対座標を使っての連続複写
接線で円と円を結ぶ DWG TrueConvert
面の幅を指定する面取り 簡単！接線作成マクロ
マクロ登録の方法
※内容につきましては2006年に抜粋した覚書の為、その WEB PAGE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
※LINK先へは自己責任にて訪問して下さい。
※AutoCAD,およびその他の商品名,会社名は各社の商標または登録商標です。



vba
Egg's Blog VBA講座と凄いTOOL！

http://www.kkkxcec.com/supportwlog/
フォントのマッピング XCLIPの分解＆切取り（dvb） ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌﾞﾛｯｸ　ﾙｯｸｱｯﾌﾟﾃｰﾌﾞﾙ 「ツールパレット」のススメ
シートセット・マネージャ 2005 AutoCAD VBA はじめの一歩 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾁｪｰﾝｱｸｼｮﾝ Offset Tool
三辺長指定三角形（.lsp） Excelへの書出し ExcelからDWG検索 AutoCAD Modify Tools
包絡処理（.fas） ExcelからAutoCADの操作 VBAをコマンド登録 & メニュー作成 階段 手摺り

びわ工房 VBA と VBScript

http://cgi33.plala.or.jp/biwakobo/index.html
VBAからAutoCAD VBScript ・LISPプログラムの関数内変数を‥ ・ドラッグ・ドロップでフォルダ毎‥
・スクリプターの作り方 ・VBS特有の仕様 ・朝一に前日履歴3図面をAutoCADで
・プレビュー付 ・VBSプログラムの使用方法 ・バッチ図面変換後パージ、バック‥
・DXFビューワを作ろう ・AutoCADから起動する方法 ・フォルダドロップでバッチ図面変換

Kamegai's home Page AutoMacroすごーい！

http://www.geocities.jp/kamegai2006/
線種パターン通りに線を分解 連続してマクロを自動実行するマクロ AutoMacro CUSTOMIZE_MENU
線種定義ファイル復元 オリジナルの線の作成 ・自動連続印刷 ・対称軸指示の鏡像
シェイプ定義ファイル復元プログラム ブロックを、指示した点にすべて回転 ・名前の付いた画層フィルタの全削除 ・３ボタンマウスの中ボタンによる‥
線種定義ファイル復元　Ｅｘｃｅｌ ＶＢＡ システム変数 閲覧・設定ダイアログ ・文字置換 ・スクリーンキーボード

DWG_XLS Excel との連携

http://dwg_xls.at.infoseek.co.jp/
座標入力 計画法面作図逆バージョン イメージアタッチ マクロボタンの作り方
座標値引出し記入 現況法面作図 連続名前削除 ナンバリングマシン
日付記入 文字データ抽出 Ｌ型擁壁作図 透過性テキスト
計画法面作図 ラスターデーターサンプル ＡｕｔｏＣＡＤとＥｘｃｅｌへの面積記入 AutoCAD図面内での検索.bas

Sakai's Homepage VBA講座  他講座

http://www.sainet.or.jp/~sakai/
寸法テクニック ＬＴコントローラ(R1,R2用) AutoCAD VBA講座 ・VBAで編集の基本
ペーパ空間テクニック AutoCAD LT 用　電卓（R3用） ・VBAって便利？ ・VBAで時計を作ろう
アイソメ図風マンガを素早く描く 公差記入支援エディタ（LT95/97用） ・モジュール ・おきまりのコーディング
カラーボタンライブラリ AutoCAD 用拡張フォント ・VBAで作図の基本

だんごむしのあしあと Visual Basic を使用した土木図作成用スクリプト作成プログラムの解説

http://homepage1.nifty.com/dagoshi/
垂線挿入 生垣マーク 崩土マーク 測点名プロット
トラバース挿入 擁壁マーク 岩崩壊マーク 横断図作成
ブロックマーク 法マーク 石積マーク スクリプトとは
ガードレールマーク 計画法マーク 階段マーク Visual Basic でのプログラムの解説

AUTO CAD LT と  VB VBA VBコマンド２点

http://www.geocities.jp/kouyumichan/
ブロック書き出し、ブロック挿入
登録文字記入

tarl @Wiki VBAマクロとJW_CADツール

http://www8.atwiki.jp/tarl/
勾配記入・計測
（土木系の勾配表現にて線分を作図したり、２点間の勾配を計測します）
AutoCAD⇔PfOX
（PfOXとAutoCADとの間の測量座標点のやりとりを支援するVBAマクロ）

ウェブメモ帳 VBA数点と「3D図形を2Dに変換する」等の覚書

http://blogs.yahoo.co.jp/webmemo_2005
特定のレイヤを非表示する（ＶＢＡ） DXFデータ取り込み時のトラブル（円弧）
ツールバーの追加/定義（ＶＢＡ）
3D図形を2Dに変換する
文字位置調整

AUTOCAD おぼえがき VBAの覚書

http://blogs.yahoo.co.jp/yui_surf_go
VB.net レジストリ acedSSFree
ARX で MODEL SPASEを探す ハンドルからCWndを得る
擬似モードレス ツールバー用 DLL作成
VC++でMFC
※内容につきましては2006年に抜粋した覚書の為、その WEB PAGE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
※LINK先へは自己責任にて訪問して下さい。
※AutoCAD,およびその他の商品名,会社名は各社の商標または登録商標です。



AcadRemocon
KJF メインページ AutoCAD に革命的な機能　　サポート掲示板 では皆でコマンドを作ってる！

http://homepage2.nifty.com/kju/
AcadBooster
AcadRemocon
Shade DXF Importer

hiro の実験室 本以下yt-hiroの小物集　　　Excel とvbs

http://sein.egoism.jp/
垂線シリーズ 3Ｄポリラインから　横断図 エクセルでバイナリー 点から球
平面図から横断図 レイヤー名習得 手書き野帳から電子野へ simaplot
平面図から３Ｄ横断図 エクセルの文字をacad 円の線分化 pline sima変換
エクセルで　dxf ファイル検索を　エクセルで… 点から円 座標表示距離書き出し

ひらぱでおます ひらぱさんのコマンドたち

http://kubo-office.com/powerjobs/
矩形・円形切断線 トレースチェック 寸法値の追加編集 標高連続記入
丸付き連番記入 新・両側オフセット 寸法線の合計計算 階段高さ記入
文字列の編集 連続面積計測 寸法値を計測値に 任意点高さ記入
文字アンダーライン 連続線分距離計測 寸法値の編集 文字高変更

Den の Jww&AutoCAD 入門？ Denさんの マクロ と AcadRemocon

http://been-den.hp.infoseek.co.jp/index.html
JwwとAutoCAD LT の比較 マクロ AcadRemocon ・鉄筋量計算
DXFファイルコンバータ ・面積測定と数値作図 ・標高記入 ・VCL作成
AutoCADクロソイド作成 ・ポリラインの面積表示 ・配筋作図 ・勾配記入

・鏡像 ・表計算 ・等分割線
運玉義留  & Powers 運玉義留さんの 男のコマンド

http://untamagiru.cocolog-nifty.com/untamagiru/
システム変数取得復元 オブジェクト不可視化2 接線円弧 男の表記入
背景色黒白切り替え 上書きした寸法のチェック 面積値図心記入 国交省ブロック断面標準図
VBSをランチャーで起動 CAD文字をExcelにコピペ MText書式削除
＋縦算 文字回転 LINEの切れ目を探せ

Dyoshihiro SIMAファイル と AutoCAD, PDA の連携

http://homepage3.nifty.com/Dyoshihiro/INDEX.HTM
simaＯＵＴ AutoCADでSimaファイルのプロット
ＳｉｍａＩＮ AutocadでSIMAプロットを利用
SimaCut

伊藤鉄工株式会社 VBScript超入門他

http://www.itotekko.co.jp/home/
Visual Basic入門 AutoCAD LTカスタマイズ フォーラム
・VBScript超入門 自作ソフトウェア ・VBScript
・VBA（作成中） ・DWGエクスプローラ ・VBA
・VB.NET（作成中） ・VB.NET

ＧＡＢＩＮの小屋 １０進数、１６進数、８進数だけではなくアルファベットや漢字でもカウントアップ！！

http://www.infoeddy.ne.jp/~gabin/
文字置き換えソフト
（カウントアップまたはカウントダウン機能つき）

※内容につきましては2006年に抜粋した覚書の為、その WEB PAGE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
※LINK先へは自己責任にて訪問して下さい。
※AutoCAD,およびその他の商品名,会社名は各社の商標または登録商標です。
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Vector AutoCAD Vector AutoCAD 新着

http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/business/cad/autocad/by_date.html
Vector AutoCAD 新着

Izawa Field Service とても便利な外部アプリ達

http://izawa.web.infoseek.co.jp/
DView Plus ViewPlot Xplot ハッチングファイルの説明
USO_TOOL 3D TextZoom BlockTrim2000 LayerView
ふちどり OneKey2006 jwR LAYCMBW
Block Print LT包絡 AutoCAD TextGrid BlockCounter

as web site 2006,2007ユーザーは必携！　asTools

http://as.vis.ne.jp/home
asTools
・ast_ScriptM ・ast_XlineA
・-ast_ScriptM ・ast_XlineB
・ast_Rectangle3P ・ast_XlineOF

南九州総合設計 LTユーザーは必見　　マクロボタン作成手順も説明

http://e-nankyu.co.jp/
Auto_法面 円弧文字 LTらすた DIESELマクロ
座標点プロット Auto_table LT_CALC ・ボタン作成手順
TE_FIND Extract ・円弧寸法
LT_まるごとプロット もじもじくん ・線分・円弧（切替）

アド設計 アドメニュー・アドツールはスゴイ！　さらにアドメニューLTはフリーソフト！

http://www.adds.co.jp/
アドメニュー ・定型文字の記入 アドツール アドメニューLT
・複数の印刷設定登録 ・風船記号を記入 ・連続印刷 （フリーソフト！！）
・指定した種類の図形のみを表示 ・指示した範囲内に調節して配列複写 ・WMF書き出し AutoCAD各種マニュアル本
・ブロック置き換え ・指定した２点間までトリム/延長 ・ファイル変換

Pixy's room スゴイ LispKT メニュー！　　ビス､ボルト､アンカーボルト作図・他

http://homepage2.nifty.com/Pixy/
LISPで描こう!! ・六角ボルト ・複数図面一括パージ ・スクリプト実行
・3D面データ展開 ・連番記入 ・複数図面文字列置換 ・文字修飾
・アンカーボルトの描画 ・論理･物理色変更 ・書込み寸法チェック ・スプライン→線分近似
・バルーンの描画 ・モデル空間連続印刷 ・要素ON/OFF(GUI版) LISPの裏技集

AKIRA WEB CAD Home Page ActiveX 入門とサンプルTOOL

http://www.comel.or.jp/~akira/index.html
AutoCAD 2000 ActiveX 入門 サンプルソフト
ＡｃｔｉｖｅＸ（ＶＢ）とＶＢＡ ﾋﾟｽﾄﾝｱﾆﾒｰｼｮﾝサンプルソフト1 昭和ＳＫボイラー画像サンプル１ Excel → AutoCAD 2000 表ﾃﾞｰﾀ変換
VBAとの違いは？ ﾋﾟｽﾄﾝｱﾆﾒｰｼｮﾝ（３Ｄ）サンプルソフト2 Ｗｈｉｐ！　サンプルソフト１ 文字コピー　サンプルソフト
ＡｃｔｉｖｅＸで何ができるか？ ３Ｄレンダリングサンプルソフト１ AutoCAD 2000 便利電卓 室名記号作成　サンプルソフト

菅原家 配管屋さんのツール

http://sugahara.no-ip.info/~m/
DCIP-Kφ300（準備中） Excel マクロ2点
CADオペ便覧（シェアウェア）

SeaGate HomePage AcadAnimator はビックリ（？）

http://www11.plala.or.jp/seagate/
AcadFinder AcadCtrl AcadSky Tool VBAではじめるAutoCADカスタマイズ
（図形を検索、ハイライト、ズーム） （ツール作成用 ActiveX DLL） （VBAマクロ） ・まずはVBAを体験してみよう!
AcadAnimator AcadSky Shadow Simulator ・プログラムの制御構造
（画層を連続的にアニメーション表示） （天空図作成および天空率計算） （日照・日影のシミュレーション） ・Tic-Tac-Toeゲームを作る

Sugawara Homepage VB, VBA, マクロ が山盛り！　オリジナルメニューのマクロ解説もある

http://www.geocities.jp/sugawarass/
最短ルート探索プログラム VBA Smart Tips for LT2000(i)
図面作成サポートプログラムSS01 選択した線分の合計長さと計算内容 ・相対的に図面内の文字高さを変更 ・ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄを四角で囲むマクロ
色をその指定値に変更しレイヤを‥ メニューからボタンの名称、他を取出 ・矩形内切取削除・複写 ・平行でない2線の中心線
半角全角変換 Txt Changer ・複数の図面ファイルへスクリプト ・楕円から楕円へ接線

JWX あの、「古川様」のHP！　　　ただのコンバーターじゃない「ＪＷＸ」は便利！！

http://jwx.hp.infoseek.co.jp/
ＪＷＸ 配線ツール StrRotate FL_cal
（jwc ファイルを DXFファイルに変換） （電気配線マクロ集　--　メニュー形式） （テキスト文字を一括で回転させる） （コマンドラインを監視し、式なら計算結果に置換
ColorCheck EnterPass F_cal F_kukei
（DXFファイルの使用色チェックExcelマクロ） （ｼｮｰﾄｶｯﾄｷｰ入力時の改行ｺｰﾄﾞを不要に） （計算結果をコマンドラインに転送） （矩形領域を指定してコピー・削除する）

Alfatech 電気・制御設計用ツール

http://www.alfatech.jp/
電気・制御設計用CAD　ACAD-DENKI

[ 有限会社ページ・ワン ] TGL（3次元タートル グラフィックス言語）でプログラミング！

http://www.pg1.co.jp/index.htm
ImageViewer DWG ファイルのイメージ格納形式
（ビューア）
TGL2000 (Turtle Graphics Language)
（3D クロソイド曲線用 言語）

メティオホームページ LTでの機械設計業務をより効率的に

http://www.metio.jp/
AutoMagic
（機械設計アプリケーション）
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マルティスープ株式会社 300以上のM-palette向け専用コマンドがある

http://www.multisoup.co.jp/mcp/
M-palette マルチテキストエディタ
（タブメニューで区切られた拡張ツールバー）
Mcommand
（M-palette向け専用コマンド）

土木設計ＣＡＤシステム AutoCAD ・ AutoCAD LT 用アドオンツール

http://cad.yti.co.jp/index.htm
ＣＡＤ Ｗａｒｅ
・汎用パッケージ ・RC配筋図パッケージ
・土木一般パッケージ ・道路平面図パッケージ
・建設CALSパッケージ ・フリーライセンス版

adpack ホームページ 建築図用アプリケーション

http://www4.kke.co.jp/adpack/index.htm
adpack-PRO 標準詳細図

（建築工事標準詳細CADデータ集）
adpack-LT

WACOM ECS Division 電気・機械設計用アプリケーション

http://cad.wacom.co.jp/index.html
ECAD/dio WIRE-CAM MCコンバータ
（電気設計用） （電気設計用） （MICRO CADAM→AutoCADデータ）
ProΦDenki ProΦProfessional DesignMetrix
（電気設計用） （機械設計用） （自動設計プログラム開発用）

ai-Line.co.jp スクリプト作成ソフトB-Script

http://www.ai-line.co.jp/
ai-HiFont ExpLTYPE SpeedText
（超高解像度シングルラインフォント ） （線種のパターンどおりに複数に分解） （ランダム配置のテキストを高速入力）
B-Script Newbig Generator
（スクリプトファイルを作成） （ビッグフォントに「 Ⅳ 」や「 ㎡ 」）

ＣＡＤエモンと姉妹ソフトとＳＸＦ ＳＸＦいじりツール

http://www.geocities.jp/nishibe2076/
ＣＡＤエモン エクセルtoＳＸＦ 全角／半角　By　ＳＸＦ
（空調ダクト簡単作図プログラム） ＳＸＦから文字ＧＥＴ ＳＸＦでバイレイヤ

ＳＸＦ to エクセル図形
ＳＸＦ（ｓｆｃ）対応ソフトに共通エラー

イッタイ ＩＴＡフォーマットについて

http://ittai.biz/
土木図面集 汎用メニューwith 地図記号 ITAフォーマットVer 1
電子野帳 ITAフォーマットVer 2
電子平板 ITAフォーマットVer 1 と 国土交通省の SXF 、CALS
表計算システム ITAフォーマットVer 2のすすめ

DELTA ARCHI TECTS 講習もやってます

http://www.deltaarchi.com/
フリーソフト
・DWG2DXF
・DXF2DWG
・FolderCreater

Kenz Craft レイアウトを使用する際の寸法スタイルの設定について記載

http://www.kenzcraft.com/index.html
レイアウトと寸法スタイルについて Ｋｉｊｕｎ　Ｌｉｎｅ Hyper DIVIDE

（通り芯およびレベルラインを作図） （DIVIDEとMEASUREを統合・強化）
STEELDRAW
（JIS規格鋼材の作図）

測地座標とオフセットの相互変換 測量座標とＵＣＳの合せ方

http://www.h2.dion.ne.jp/~doboku/
測量座標とＵＣＳを合せるには（手動）
測量座標とＵＣＳを合わせるソフト
座標準備計算ｓ

xsy Web Site タブ切替ツール・寸法尺度変更ツール・他

http://www.geocities.jp/tooxsy/
AutoCAD Window Move scale
（複数開いたファイルを並替え、移動を行う） （寸法尺度, 接頭/末尾 を一時的に変更）
waku Hole
（図枠,尺度選択 挿入を行う） （選択・入力された条件より、加工穴挿入）

ポリモフィズム LT　カスタマイズ用 アドオン・ツール

http://www.polym.co.jp/index.html
ＬＴ　ＶＢ－ＣＯＭ

（株）ジオプラン 高性能な建築設備用パッケージ

http://www.geoplan.co.jp/
Brain Gear
・電気設備パッケージ
・機械設備パッケージ

魚津システムオフィス スクリプト作成・実行ソフト

http://www.u-sys.net/home/index.html
リモートスクリプター
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KanonInvention アイソメ図自動作成・高速干渉チェック機能付 ３次元配管ＣＡＤ

http://www.kanon-in.com/cad/
ＰＩＰＥ２０００／２００２／２００４／２００５
（３次元配管ＣＡＤ）
ＰＩＰＥ２０００／ＤＵＣＴ
（ダクト設計が簡単に行えるＣＡＤ）

SystemMetrix 自動設計プログラム用開発ツールがある

http://www.systemmetrix.jp/
E-PLUS SDM ArchJ CADデータフォーマット変換サービス
（電気回路設計アプリケーション） （技術情報管理システム） （JW_CADライクな操作性を可能に）
MCコンバータ DesigｎMetrix ProΦProfessional
（MICRO CADAM →AutoCADに変換） （自動設計プログラム用開発ツール） （機械設計用アプリケーション）

Aspect ボルト、ネジ類を自動描画するソフト と Scriptファイルのメモ

http://www.ibara.ne.jp/~saitoib/
Ac_Bolt-β いつも使うレイヤーなどは、Scriptファイルに
（六角ボルトを自動描画するソフト） 寸法スタイルの変数をScriptファイルに
Aｃ_Parts R版用面取り寸法VBA
（ボルト、ネジ類を自動描画する）

アクトメニュー 便利なツールが多数

http://www.actmenu.com/
アクトメニュー ・縦横尺度変更 DWG DIET アイソメメニュー
・オフセット パターン ・基本設定読み込み アクトメニューバルーン記入 RUN DWG　（連続印刷）
・寸法画層設定 ・きりとりくん アクトメニューきりとり DWG Recorder
・補助線をそろえて寸法記入 ・クイックハッチング１２３ アクトメニュー文字枠 （自動保存ファイルをチェック）

I-soft インボリュート平歯車作成LISP

http://www2.ttcn.ne.jp/~i-soft/
インボ２１
（インボリュート平歯車作成LISP）

ケンセツ21 大塚商会、マイクロソフト、オートデスクが運営

http://www.kensetsu21.com/
AutoCAD図面比較ツール CADデータ部品集
AutoCADペーパーモデル化ツール
DWG・DXF・JWWのデータ交換ツール

ソフトウェアデザイン工房 LT2002でVisualLISP互換のLISP言語とDCLが使用できるツール

http://www.artlex.net/softdesign/
LT/com2002

ヒラテ技研 Borland Delphi で AutoCAD 用ＡＲＸアプリケーションを開発するカスタマイズツール

http://www.hirate.com/index.html
DelphiARX2000i

露草ネット マルチテキストエディタ用定型文字集もある

http://tuyukusa.net/
MTED AutoCAD LT 用ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ Tips
（定型文字機能付MTEXTエディタ） （LTのﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ部分を保存・復帰） ・ちょっと得する（かもしれないコマンド）の使い方
露ツール
（MTED使用者向けツールバー）

SmallRoom ビューア と 軽ーいマルチテキストエディタ

http://homepage2.nifty.com/smallroom/
DWG VIEW
（ビューア）
ＬＴＴｅｘｔ
（一行マルチテキストエディタ）

株式会社  アイ・エス・テクノロジー DWGの全文検索・図面検索ソフト

http://www.isti.co.jp/
CAD用全文検索ソフト(IFilter)
図面検索つよし君
図面検索さがす君

構造計画研究所 建築アプリケーションと日影・斜線・逆日影・天空率計算システム

http://www4.kke.co.jp/aec/
adpack-PRO
adpack-LT
MicroADS

トライアルソフト研究所 ACE-LT

http://www.trialsoftware.com/
AutoCAD LT97 (LT R4) AutoCAD LT95 (LT R3) AutoCAD R14日本語版 AutoCAD R13J 
・ACE-LT97　試用版 ・ACE-LT Version 1.0 　試用版 ・自動スクロールツール ・自動スクロールツール
・極スナップ角度修正ACX ・DXFバージョン書き換えツール ・ビットマップファイル修正ARX 
・ARX互換ツール

アテックスホームページ DXFで拾いを行うツール

http://www.din.or.jp/~atex/
元祖DXF SCAN
（CADの共通ファイルであるDXFを解析して長さ(距離)を計測し、積算に必要な拾いを行う）
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日本システムデザイン株式会社 自動作図・設計プログラムとフリーのObjectARX

http://www.nsdn.co.jp/
施設管理システム OAフロアの自動設計システム フリー ObjectARX プログラム
アイソメ図作成システム ・ダイアログから入力したテキストを画面上をドラッグしながら配置
真空式下水道システムの自動設計システム
電力潮流図自動作成システム

イマオコーポレーション 機械設計支援アプリケーション

http://www.imao.co.jp/imc/index.html
IM-Tool
IM-CAD/LT

SRD 機械設計に最適化するツール と データ管理システム

http://www.srd.co.jp/index.htm
AutoMECH LT
AutoMECH
AutoServer

株式会社マイクロアーツ AutoCAD → PDF 変換アプリケーション

http://www.microarts.jp/
AutoDePDF D&D Ver1.1 for Windows
（AutoCAD → PDF 変換SOFT）

CADWEB Blog に AutoLISP のカテゴリもあり

http://cadweb.jp/
Map2500in for IntelliCAD/AutoCAD
（国土地理院数値地図2500(空間データ基盤)のデータを、IntelliCAD/AutoCADに直接取り込みます）
Pgsqlout for IntelliCAD/AutoCAD
（IntelliCAD/AutoCADの図形情報を、PostgreSQLの空間拡張であるPostGISにデータを登録し、MapServerで利用できるようにします）

SUGAWARA HOME PAGE スゴイ！！フリーツール！！シェアウェア！！

http://www.suga.hello-net.info/
表LTエクセル 連続印刷LT 鉄筋表LT（シェアウェア）
（エクセルの表をAutoCADデータにする。） （autoCAD 用連続印刷 SOFT） （AutoCAD 用　鉄筋表作図 SOFT）

青空ソフト 2次元図面から3Dが作れる！　　LTでも3D！

http://www.aozorasoft.co.jp/
AUTO3D
（2次元図面から3次元モデルを作る）
Inter23
（AutoCAD LT で3次元モデルを実現）

有限会社オンザロード 便利なTOOLが多数！！

http://www.on-the-road.co.jp/
ＡｕｔｏＣａｄ ・文字貼付 ・テキストセンター EXCEL＋ＡｕｔｏＣａｄ
・連番記入 ・連続寸法記入 ・寸法補助線トリム ・GetPoint
・簡単表作図 ・四角形作図 ・連続印刷Free版 ・DrawLine
・勾配記入 ・切り取り複写 ・AcadGrid1.00

bes 寸法描画LISP等と、文字列操作関連のVBAマクロ

http://www.be-s.com/
BECAD AutoCAD LISP AutoCAD VBA
MATCALC ・Mbreak（直線(群)を、直線(群)で分割） Dblead（鉄筋符号用鉄筋引き出し線描画） ・少数点数値をそろえる
（鋼橋用数量計算・集計システム） ・Exline（直線を伸縮） Dbmark（鉄筋符号描画） ・指定文字でそろえる

・Userdim（寸法描画ツール） ・選択文字列を文字角度に沿って移動

Enuyu's PAGE 寸法編集ツールとLISPとDIESELマクロ

http://enuyu.vis.ne.jp/
DimPlus LENDY.LSP 十字線作図マクロ
（寸法Objectの編集ツール） （DYオプション付のLENGTHENの拡張） 寸法補助線1 省略・復帰マクロ

JT.LSP
（同一線上の直線だけを結合）

せこうずや本店 鋼材作製ソフト

http://www.sekouzuya.co.jp/
H-draw3 型枠積算帖（シェアウェア）
（AutoCAD-LTで鋼材を作製するためのソフト）
半円計算LT（シェアウェア）
型枠ＣＡＤ（シェアウェア）

LTCustomizer AutoCAD LT/AutoCAD を外部からアクセスするActiveXコントロール

http://okazaki.incoming.jp/LTCustomizer/
LTCustomizer
（ActiveXコントロール）

パソコンとハサミは使いよう AutoCADとExcelの便利ツール　　　アイコンもカッコイイ

http://bi-tec.jp/blog/
TXTMan BlockMan ObjectInspector エクセル便利ツール集
（AutoCADテキストをExcelで表示・編集） （ブロックの属性値を既存のテキストから入力） （複数ファイルの描画プロパティを一括取得）
ODMan BlockInspector オブジェクトデータ見える化
（Autodesk Map のオブジェクトデータを‥） （複数ファイルのブロック属性値を一括編集） テキスト一括編集 

CIVIO Delphi についての覚書も

http://civio.at.infoseek.co.jp/
CALSとは SXFchecker VerInfo ・型キャスト（型変換）
電子納品とは （SXF ファイルのチェックが出来ます） （ファイルの保存バージョンを表示します） ・仮想キーコード
JIS定義線種 足し算くん Plus Delphi Tips
CADに用いる線幅 （クリップボードを監視し、数字のみ加算） ・データ型 ・閉鎖したホームページを閲覧したい
※内容につきましては2006年に抜粋した覚書の為、その WEB PAGE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
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みやのホームページ 面白いツールが数点

http://www.page.sannet.ne.jp/kmiya/index.html
AcadEdit SendMessage イースターエッグ
（AutoCADの文字編集補助） （SendMessageのサンプル） ショートカットキー
Comment MkScr
（VBのコメント挿入） （AutoCADLTのスクリプトファイルを作成）

HERO2005 連続印刷ソフト    パチンコゲームも‥

http://www.k2.dion.ne.jp/~hero2005/index.html
A-Print
（Dwg/Dxf連続印刷ソフト）
Aｔｃ-Print
（Ｄwg/Dxf連続印刷ソフト）

ひよみよランド 作図手引きとオリジナルツール

http://homepage3.nifty.com/tada/index.htm
CADで図面や精密な絵や書類を書く ・等分線 ・選択画層非表示 ・文字縦コピー
（AutoCADで電気の施工図） ・総て名前削除 ・選択画層以外非表示 ・寸法ヨコ→タテ
hiyo2004 ・フィレット0 ・ミラー反転 ・寸法タテ→ヨコ
・連続線分 ・全画層表示 ・文字横コピー ・寸法ホーム

仕事部屋 AutoCAD LTとExcelの連携TOOL

http://nice.pekori.jp/hamaa/
法面さん 連続さん Excel to AutoCAD LT ソフトを使うその前に・・・。
（現況法面および計画法面、がけ法面の記号作図（複数のファイルを印刷したり‥） （Excelの表を、AutoCAD LTに描画） ・ツールバーカスタマイズをしてみる
凡例さん 図枠さん hamaa_tool
（AutoCAD LT上に凡例を描画） （AutoCAD LT上に図枠を描画） （ツールバーカスタマイズ集）

CAD 名人 [cad データリンク ] さまざまなCADのTOOLの紹介とLINK   無料TOOLを探すならココ！！

http://freeware.cadwave.main.jp/
いろいろなcad、マクロ、外部変形、部品などをピックアップして紹介
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AutoCAD 実践的使い方研究 レベルごとのすごく分かりやすい講座

http://cad.main.jp/
事務職レベル 中級編 基本コマンド マクロを作ってみよう！基礎講座
・超カンタン、”適当”印刷方法 ・変形コマンドを使わない”簡単変形” トラブルケース別対処法 マクロ集
初級編 上級編 2006のカスタマイズ AutoCADの図面範囲の考え方
・極めようホイールマウス！ ・レイアウトの書式設定 2005以前のバージョンのカスタマイズ 用地範囲をSCRファイルで図形化

HOKUTO CAD まさに虎の巻！　　Q&A は全て必読！！

http://www.g-hokuto.jp/index.htm
AutoCAD / AutoCAD LT Q&A ・画層の状態設定を他の図面に‥ ・線の太さを印刷尺度に応じて変化 オリジナルマクロ
・.bakと.sv$の違い ・リットルの表示をしたい ・背面にある図形を破線で表現したい 2006用ダイナミックブロック
・図面ごとにグローバル線種尺度‥ ・矢印キー（↑）で過去の入力‥ ・Excelの表を基本図形として貼り付け AutoCAD用矩形以外のビューポート
・画層名称を一斉に変更したい ・deleteキーを押しても削除できない AutoCAD LT Training book

AutoCAD LT 入門者の自習室 入門者はここでバッチリ！

http://cad.dee.cc/
ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４
（各コマンドの解説） （船の作図実践練習） （画層とブロック） （属性定義とExcelでの連携集計）
・Oスナップ（オブジェクトスナップ） ・作図範囲の設定 ・画層（レイヤー） ・属性定義
・グリップ機能 ・寸法設定 ・ブロック作成 ・属性の書き出し・集計

エース設計 技術情報もすごいがTOOLもすごい

http://www.acesekkei.com/index.htm
ギコでもわかる AutoCAD VBA AutoCAD ARX／VBA 専用会議室
DelphiARX 入門 サポート用掲示板
Object ARX プログラミング雑記 ACOMM
Delphi で学ぶデザインパターン入門 AD_Commander

Haru's AutoCAD customize. MENU他 カスタマイズの入門

http://www.sam.hi-ho.ne.jp/seven/
メニューカスタマイズの基本 VBA 機械系ユーティリティ Labor.arx シェイプ書き出し PutShape.LSP
部分メニューを作る ObjectARX 花火打ち上げ FireBall.arx E 形止め輪描画 XERING.LSP
DIESEL AutoCAD LT 2002 作図例 オブジェクト・トレース Moler.arx バルーンオブジェクト ToyaBalloon
初級AutoLISP 講座 小ねじ描画 DDSCREW.LSP

株式会社　サコ 基本的なことが分からなくなったときの虎の巻

http://www.saco.co.jp/system/index.htm
AutoCAD運用Tips ・AutoCADで作った図面をWordや‥ AutoCADの操作に関するQ&A ・浮動モデル空間の表示を‥
・縮尺の異なる絵を作成する方法 ・複数のdwgを連続で印刷するには ・ポリラインの破線や一点鎖線が‥ ・寸法線を出すとバラバラに‥
・シェイプフォントについて ・測量座標系はどのように扱うか ・寸法要素を斜めにスライドさせたい ・寸法線の文字高が変更できません
・"BYLAYER"・"BYBLOCK"について ・テンプレートファイルを作っておく ・DXFファイルが読めません ・指定した文字の大きさで表示‥

Photo Letter 「AutoCAD LT の壷」 ‥ LT2005・LT2006の新機能 も必見

http://www.photoletter.jp/index.html
ペーパー空間の使い方 ログファイルに御用心 短縮コマンドの追加/編集 グリップモード
傾いた図形を水平にして出力するには DXFファイルの基礎知識 ショートカットキーの作り方 線種ファイル
線種とLTSCALE 上付き文字や文字間隔の調整 トラッキングを使って直線を引く 便利メニュー
ブロック定義と挿入時のレイヤー ３桁目にカンマを入れた寸法表示に 点フィルターで直線を引く 点むすび

あぢいの部屋 定義ファイルについて　　ボルトシェイプ挿入メニューあり

http://www1.megaegg.ne.jp/~adii/
定義ファイルTips集 カスタム線種入門 オリジナルシェイプ入門 カスタムハッチング入門
・線種パターン ・シェイプの線種 ・オリジナルシェイプとは？ ・カスタムパターンの仕様
・シェイプ・フォント ・DXFから線種を作成 ・特殊コード ・知っておくと便利な知識
・カスタマイズ講座 ・エラー別逆引き ・エラー別逆引き ・エラー別逆引き

CAD オペバイブル ( 仮 ) 「データの作り方」・「作図する心得」

http://yaplog.jp/sheisden8/
初心者の人への注意 正しいデータの意味
意外と多いミス
図面のセンス
見た目が同じでもＮＧ

AutoCAD_Trouble システム変数を中心に、AutoCADでの困った事を解決！！

http://dtstoday.fc2web.com/index.html
貼り付けたEXCELの表が表示されない 外部参照で今の図面だけ表示して登録 excelにデータを貼付をした時の背景色‥ ポリラインの結合すると時間がかかる
Ｏスナップが効かないので簡単な設定‥ キーボードのDeleteキーで削除されない ダブルクリックしたのに，モデル空間に‥ ハッチングにて，制限を越えています‥
Ｏスナップを設定しようとしたらエラーが‥ グループ解除が出来ない ポリラインをオフセットしたら角が円弧に 窓ズームでＯスナップが効かないように
オブジェクトを選択後，移動状態が出ない 図面をクリックすると小さな十字が出る ブロックが分解できるものとできないのが‥ ビューポートが表示されないのがある

だいおー 's Home Page DXFの基礎知識　　ツールもある

http://www.daioh.net/
拡張子別・ＣＡＤ一覧 ファイル変換について データ変換ユーティリティ/便利ツール
AutoCADデータ対応CAD一覧 ・DXFの基礎知識 ・DXFバージョンによる違い
JW_CAD対応CAD一覧 ・DXFファイルの構成 ・SXFの基礎知識
SXF対応CAD/ユーティリティ一覧 ・DXFのバージョン ・DXF関連用語集

建設技術情報館　技術者間交流 AutoCAD簡単講座　　　Excel → AutoCAD 座標転送ワークシートあり

http://kengikan.com/
AutoCAD簡単講座
紙面図形のベクター変換
Web Forum －質問板－
Excelから座標をAutoCAD上に転送

web2CAD ISOTOOL　　　データダウンロード・CAD講座も

http://www.web2cad.co.jp/index.html
ISOTOOL CADTOOL on Web CAD講座 powerPARTS
（テクニカルイラスト作成TOOL） （オンライン技術計算プログラム） ・3次元って 部品図のデータを
CADTOOL ・ペーパー空間 さまざまなフォーマットでダウンロード
（技術計算TOOL） ・リージョンregion

設計同盟  - Design Union 自動作図マクロ や 各種一覧表

http://at.wxw.jp/ka/
フランジ 自動作図マクロ AutoCAD雑記帳 DWFに関するメモ 在宅CAD講座
形鋼 自動作図マクロ ・XML解析 - LISP UCSに関するメモ
配管用鋼管の厚さ ・DXF図形の最小テンプレート CADの資格一覧
管材重量の計算 ・マルチテキストに使える書式コード CADの仕事一覧
※内容につきましては2006年に抜粋した覚書の為、その WEB PAGE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
※LINK先へは自己責任にて訪問して下さい。
※AutoCAD,およびその他の商品名,会社名は各社の商標または登録商標です。
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ikekyu パニック対処法　　　単純な線種・ハッチングの作成方法

http://www4.ocn.ne.jp/~ikekyu/index.html
パニック対処法 パニック対処法（操作） 単純な線種の作成方法
・コマンドウィンドウが消えてしまった ・ビューを回転させて表示したい場合 ・トリムや延長するときに線が交差‥ ハッチング作成方法
・文字図形をいじる時にエラーが‥ ・ビューポートの線種尺度が統一‥ ・文字を鏡像すると文字が裏返しになる CADデータ サンプル
・ショートカットキーの作成方法 ・特定のオブジェクトを選択したい時 ・外部参照データをロード出来ない場合

kou-home 土木用 AutocadLT 2000i 講習

http://kou-home.hp.infoseek.co.jp/
AutocadLT2000i講習 ・違う縮尺の図面を入れる、その他 ・フィレットという機能 CAD製図基準簡単作図
・Autocadの図面の基本概略 ・長尺印刷・・と寸法スタイル ・ハッチングの活用方法、３Ｄの書き方
・作図、引き出し線、文字入力、画層 ・座標をプロットして平面図を作る‥ ・レジストリ修復
・便利な機能と、もらった図面修正 ・フィレットとマクロ登録、エクセルを‥

初心者用ＡｕｔｏＣＡＤ（オートキャド）講座 基礎知識 から ちょっと便利な操作 まで詳しく解説

http://www.cadskill.com/
ＣＡＤの基礎知識 データに関して ちょっと便利な操作
基本的な機能 作図中の設定 オブジェクト選択方法
初期設定について 作図コマンド
周辺機器について 文字関連

AutoCAD Web 講座 AutoCAD Web てらこや

http://www.tera-koya.net/cad/
製図の基礎知識 最初に覚えるコマンド はじめての図面を作図しよう
AutoCAD LT の起動と終了 ・作成 ・寸法記入 図形の作図を練習しよう
AutoCAD LT の基礎知識と操作 ・修正 ・ズーム 三面図の作図を練習しよう

・作図補助設定
ニテコ図研 テクニカルイラスト,3次元データ,意匠図面作成

http://www.niteco.co.jp/
エクスプレスツールの移行 （2000i） だ円上にある指定点を通過する接線 サーフェス機能を利用して椅子の３次元モデルを作成する
縦横異なる倍率での尺度変更を簡単に 3次元スキャナの利用 等角投影図の正確な係数
尺度の考え方についての説明書 許容差寸法の位置ずれ ３次元ＣＡＤの利用について
3次元面同士の交差線の求め方 ビッグフォント設定時の全角英字

ＡｕｔｏＣＡＤ　ＬＴ　９５の使い方 筑波技術短期大学 機械工学科様 のページ

http://www.tsukuba-tech.ac.jp/mech/student/96terasaka/ht3/index.htm
基本設定 ズームと画面移動 文字をかく 画面の修復と監査
コマンドの実行のしかた 画層を使う 寸法を入れる
便利なモードの設定 作図コマンド ブロックで簡単に
座標について 編集コマンド 印刷とファイル保存

株式会社リクチコンサルタント ＡＵＴＯＣＡＤ ＬＴ ２００５ の操作説明

http://www.rikuchi-net.jp/
AUTOCADLTって？ 作図１　作図の前に
AUTOCADLTで作図 作図２　線を描いて行こう
作図の準備１　レイヤを作ろう 作図３　形にして行こう
作図の準備２　線種を追加しよう 作図４　細かく描いて行こう

AutoCAD 使い倒し研究会 有限会社アクト の メールマガジン

http://www.actworks.co.jp/
AutoCAD使い倒し研究会 AutoCADお困りごと相談室
（メールマガジン）
・でき太くんとキャドえもん
・AutoCAD　Q&A

メルマガ  「けっぱるぞ  AutoCAD 」 AutoCAD 入門メールマガジン

http://denya.gozaru.jp/pm/kpacad/
操作向上委員会
無くて七バグ
知っておくべきACAD業界用語

国吉研究室ホームページ 東京電機大学　国吉研究室様 のページ　　　　VisualC++操作法も

http://kunilab.n.dendai.ac.jp/
講義資料
（AutoCAD 2005 操作作方法）

ONLEC CAD School システム変数一覧表　　　CAD School 体験ツアー あり

http://www.onlec.com/index.html
図面についての基礎知識 コマンド一覧表
・図面について ・尺度について ・図形の名称及び図形各部の名称 ファンクションキーの割り当て
・図面サイズについて ・スケールの使い方 ・寸法について システム変数一覧表
・図面枠と作図範囲について ・線の種類と使用目的 ・投影法と投影図 体験ツアー

日本ビジュアルコミュニケーション協会 (JAVC) テクニカルイラスト と ３Ｄ の基礎講座

http://www.javc.gr.jp/
テクニカルイラストのお話し リアルイラストのお話し ３Ｄのお話し 写真トレース講座
・ﾃｸﾆｶﾙｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝの特徴 ・3次元形状の表現 ・２点透視図と写真の中心
・ﾃｸﾆｶﾙｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝで用いる投影法 ・サーフェスモデル ・正立とは、隠れた軸を求める
・ﾃｸﾆｶﾙｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ技能検定 ・ソリッドモデル ・写真から物の寸法を割り出す

AutoCAD Teacher マックシステム様 の AutoCAD 総合学習システム

http://www.autocadteacher.net/index.html
AutoCAD Teacher

ＣＡＤ☆Ｗｏｒｋｅｒｓ ’ 電子納品・SXFについて詳しく説明　　ＷＭＦの作成　線種尺度の調整について

http://7brdg.livedoor.biz/
ＳＸＦデータ 作図のマクロ SXF Converter for DWG 2004の設定 ・Excel,Wordに図を貼り付ける
（データのSXF変換について） 編集のマクロ JWWを使う（ACADユーザー向け） ・線種尺度を調整する
電子納品 寸法線のマクロ LT2000iトラブル解決 ・レイアウト図面のDXF変換
（各省,各県,各局の電子納品の比較） ・寸法値置き換えマクロ,他 ・ビューポートが表示されない ・ブロックの修正
※内容につきましては2006年に抜粋した覚書の為、その WEB PAGE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
※LINK先へは自己責任にて訪問して下さい。
※AutoCAD,およびその他の商品名,会社名は各社の商標または登録商標です。
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CAD-Station Ｑ&Ａで、よくある質問の解説が

http://www.geocities.jp/jw3582/
AutoCad-Ｑ&Ａ
・ホイルマウスで画面の拡大・縮小や‥ ・ブロック図形を作るときの手順 ・横1.5倍縦3倍に拡大したい ・ダイアログが表示されない
・文字の部分のハッチングを消したい ・タスクバーと呼ばれる部分に‥ ・ステータスバーが消えてしまった。 ・鏡像で文字がさかさまに反転する
・寸法の文字を移動する方法は ・ハッチングの線を指定した位置を通す ・マウスのスクロールボタンの回転が遅い ・ハッチング（ソリッド）を薄いグレーに

すいかのたび 困ったときのトラブル解消方法

http://homepage1.nifty.com/suikanotabi/
AutoCADで困った
・ズーム可能範囲の拡大 ・オブジェクトの表示順序を入れ替える
・マウスのホイールがいうことをきかない
・文字が白抜きで表示される

Sabanisoft DXF FILE についての説明

http://homepage3.nifty.com/sabanisoft/index.html
プログラマの部屋→その他
・DXF File Format

DXF あの落合重紀氏 運営の DXF に関するホームページ　　ツールもあります

http://www.geocities.jp/dxfqajp/index.html
情報 ・MTEXT ライブラリ ・ChrConv
・INSERT ・ハンドル番号 ・UTF8をシフトJISへ変換 ・DxfConv
・ビューア ・DXF ドキュメント ・ExcelPline DXF 掲示板
・ELLIPSE ・検索 ・RemoveLayerFilter

Auto CAD 用語集 東京理科大の 町田研究室様 のページ

http://machaki.me.noda.sut.ac.jp/lectures/autocad/cadterm.htm
Auto CADの用語集

KR PLANNING AutocadとExcelの連携について

http://www.k3.dion.ne.jp/~kr_plan7/index.htm
”操作環境の設定” ”スクリプトファイルの実行 (SC)” （AutocadでGtstrudlのデータ作成）
・短縮コマンドの例 ”AUTOCAD 対応のプログラムについて” ”MENUのカスタマイズ”
”シンボルマークの活用” ・KRの最適化例 ”画層フィルタの削除”
”外部参照機能の活用” （AutocadでStaad-proのデータ作成）

AUTOCAD ハッチパターン定義データ表示 ハッチングパターン定義をプラウザ上で作成

http://members.at.infoseek.co.jp/erp2/
ハッチングパターン定義をプラウザ上で作成

みうのみうのミニ講義 ゼロからのCAD講義　　　各コマンドを詳しく説明

http://www15.plala.or.jp/mi-u/
CADの説明 初期設定 LT2000を改造 ・角度線マクロ
LT2000操作（各コマンドの説明） ・マウスの設定をかえる ・回転複写マクロ データ交換
・Webページで表示 ・移動後、回転マクロ ・DXF変換での問題点

・複写後、回転マクロ 電子納品
須賀工業株式会社 ObjectARX解説書和訳 と VBScript

http://www.suga-kogyo.co.jp/index.html
ObjectARX解説書和訳 ・レイアウト空間の利用 AutoCADとIntelliCAD IFCファイルとSTEP形式
SXFとAutoCAD ・レイアウト空間とは 建築設備のIFC BE-Bridgeを活用する
・SXFとAutoCADの仕様の違い ・設備図への利用 主要建築部材のIFCクラスと属性 ・ファイル定義情報LISP
レイアウト空間を利用した建築図を元に‥ ・外部参照とは IFCファイルを作る

ワシモ（ WaShimo ）のホームページ AutoCAD　LT2000i・2002iの操作法のツボをついて解説

http://washimo-web.jp/
AutoCAD　LT2000i・2002iの操作のツボ ・ステータスバーの切替え ・寸法記入 AutoCAD　LT2000i・2002iの印刷手順
・AutoCAD　LT2000iの基本設定 ・WCSとUCS ・寸法公差と幾何公差、面の肌の指示記号 ・AutoCADの印刷手順の概念
・テンプレートの作成およびスタートアップ ・作図手順の考え方 ・ブロック ・ペーパー空間への貼り付け手順
・要素プロパティと画層管理 ・オブジェクトの選択手順 ・印刷出力の設定と印刷

GEOBRAIN Drawingの項にて、「地質平面図・地質断面図の描き方」マニュアル公開

http://www.geobrain.com/
-AutoCADによる「地質平面図・地質断面図の ・ドラッグによる複数図形ハンドリング 地質断面図の描き方 図面印刷時の各種設定
CADソフトの特性 地形図の取り扱い AutoCAD応用操作編 ・効率良く印刷するための設定
・コマンド・図形ハンドリング自由自在 ・ラスターデータの外部参照組み込みについて ・線種設定と尺度 問題点・課題、その他
・クリックによる複数図形ハンドリング 地質平面図の描き方 ・モデル空間とペーパー空間 ・電子納品との整合性

e-school とっかかりはこれでOK！！「ドクターＫｅｉ の AutoCAD初級講座」

http://www.kaketsuke.net/e-school/index.html
「ドクターＫｅｉ の AutoCAD初級講座」 画面と線の関係 縮尺のテクニック　導入　「縮尺の話」 AutoCAD　の特徴を生かした　図面作成
Lineを引く 画面と線の位置 縮尺のテクニック　初心に戻る モデル空間からの印刷
決まった長さの線を引く 線の位置と画面の関係 縮尺のテクニック　ペーパー空間で縮尺をコントロールAutoCAD　の　特徴　ビューポート
点と一点鎖線で線を引く 点線、一点鎖線の秘密 縮尺表示の　解説の　解説 縮尺解決！「ﾋﾞｭｰポート」 を　使いこなそう

三馬力 AutoCAD　Q＆A     テクニカルイラストの説明も

http://yoriyori.saloon.jp/index.html
AutoCAD　Q＆A 図面が表示されないビューがある オブジェクトを追加選択できない ﾎﾟﾘﾗｲﾝの線種を連続した線にしたい
図形を移動しても仮想線が表示されない 外角に角度寸法を記入する方法 ショートカットメニューが表示されない マウスホイールのズーム倍率変えたい
図形が重なって選択するのが難しい 選択窓を使ってオブジェクトの選択ができなくなったペーパー空間から塗りつぶしが通常どおり印刷 以前作成したCADファイルがうまく開けない
クリックすると画面に残る点々を表示しないように図形が込み合って希望のOSNAPを指示出来 いつも使っている印刷スタイルテーブルが表示 以前作成したCADファイルが印刷できない

（株）吉田・武藤建築研究所 さまざまなデータに基づいたＹＭ設定も公開

http://homepage3.nifty.com/ym/
マメ知識 ・ドラッグ操作中のオブジェクトの表示 ＹＭ設定 ・ＡｕｔｏＣＡＤ　フォントに対応した文字の高さ
・AutoCADにイメージ（画像）を挿入する方法 ・ＡｕｔｏＣＡＤおよび製図に関する心得 ・AutoCAD　線の太さと色の関係
・Ｅｘｃｅｌにイメージ（画像）を挿入する方法 ・ＡｕｔｏＣＡＤ　印刷スタイルテーブル
・読み書き用のダイアログボックスの表示 ・ＡｕｔｏＣＡＤ　印刷オフセット
※内容につきましては2006年に抜粋した覚書の為、その WEB PAGE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
※LINK先へは自己責任にて訪問して下さい。
※AutoCAD,およびその他の商品名,会社名は各社の商標または登録商標です。
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テクニカルイラストレーターの !!! テクニカルイラストのことならなんでも！！

http://www.ti-master.com/
テクニカルイラストについて知りたい テクニカルイラスト関連アンケート テクニカルイラスト関連製品
テクニカルイラストレーターを探す テクニカルイラストを描きたい 特許図関連情報
テクニカルイラストレーターになりたい テクニカルイラスト関連企業を探す
テクニカルイラスト関連のイベント情報 T.I.関連情報・関連サイトを探したい

芹沢設計事務所 実際のあんなとき、こんなときの作図方法

http://www.seri.jp/index.htm
複数の水平・垂直線分の長さを揃えたい 任意の角度の線分に垂直2等分線を作成したい三角形の「内心」を作成したい
円の中に、互いに接する3等円を作成したい ２辺に接する半径３０の円を作成したい 三角形の「垂心」を作成したい
正５角形の中に、互いに接する５等円を作成したい三角形の「重心」を作成したい
正多角形の一辺の長さ、及び高さの変更をしたい三角形の「外心」を作成したい

中島設備工業 Auto CAD LT の基本から詳しく図解！！

http://www1.odn.ne.jp/water/index.htm
AutoCAD LT の画面構成 基本のコマンド ・オブジェクトスナップについて ・基点設定（FROM）とﾄﾗｯｷﾝｸﾞ（TRAKING）
起動設定の変更 ・線分コマンドの補助機能 ・円（CIRCLE） ・2重線（DLINE)
・アクティブアシスタンスの設定変更 ・相対座標入力 ・点（Ｐｏｉｎｔ)
・「AutoCAD LT Today」を表示しないように ・相対極座標入力 ・メジャー(MEASURE）

■ AutoCAD の超初心者でも時間をかけずに簡単に導入した BLOG （ブログ） AutoCAD導入の手引き

http://blog.livedoor.jp/actwor/
AutoCADに関する疑問を解決 ・アクティブアシスタンスの常駐を解除する AutoCADで使えるソフト
・AutoCAD使い倒し研究会メルマガの記事 ・モデル空間の背景色を黒にする
インストール直後にすべき５つの設定 ・ファイルの自動保存間隔を１５分程度に
・AutoCAD LT Todayウインドウを非表示にする ・ファイルの保存時にバックアップファイルを作成

AutoCAD の達人 株式会社　日創設計様のメルマガ

http://blog.mag2.com/m/log/0000172579/
メルマガ

片山のページ ＣＡＤ利用技術者試験の問題集と回答例　　テクニカルイラストレーションの描き方も

http://www16.tok2.com/home/katayama/index.htm
機械製図 ＣＡＤ利用技術者試験　２級 ＪＩＳ規格 図学
機械設計 ・学科解答例 立体図 ・問題集
ＣＡＤ利用技術者試験　１級 ＣＡＤ,製図関係資格リスト（簡易） ・簡単な描き方 面の指示記号，幾何公差の図示記号データ
・実技解答例，問題集，学科解答例 鍋ＣＡＤ操作 おすすめ　リンク
※内容につきましては2006年4,5月に抜粋した覚書の為、その WEB PAGE の全てではありません。 神のみぞ知る蟹の味噌汁
※LINK先へは自己責任にて訪問して下さい。
※AutoCAD,およびその他の商品名,会社名は各社の商標または登録商標です。


