
 

 

 

2012 年 6 月 25 日 

 

『 modo CAD ワークフローツール 』 

２製品発売のお知らせ 

 

株式会社イーフロンティア(本社:東京都新宿区、代表取締役 : 安藤 健一)は、世界中の 3DCG 業界

が最も注目している 3DCG ソフトウェア「modo」のプラグインツール「CAD Loaders for modo/ダ

ウンロード」と「Power SubD-NURBS/ダウンロード」を 2012 年 6 月 25 日(月)に発売いたします。 

 

この 2 種類の modo 用プラグイン「CAD Loaders for modo/ダウンロード」、「Power SubD-

NURBS/ダウンロード」を modo に組み込むことにより、標準的な CAD データの modo への読み込

み／書き出しが可能になります。業界標準 CAD フォーマットをサポートすることで、プロダクトデザ

インやエンジニアリングなどの分野で既に定評のある modo のモデリング、アニメーション、ビジュ

アライゼーション機能がプロフェッショナル・ユーザーの制作をさらに強力に後押しします。 

 

 



 

 

CAD Loaders for modo 

modo 601 用インタラクティブ・ジオメトリ変換プラグイン (modo への読み込み) 

 

CAD Loaders for modo は、デザイナーやエンジニア、

プロダクト・ビジュアライゼーション・スペシャリスト、

3D ゼネラリストといった一般に普及している CAD ファ

イルフォーマットを元にビジュアライゼーションやデザ

イン作業を行うユーザーにとっては理想的なツールです。 

 

CAD Loaders for modo を利用すれば、CAD ファイルフ

ォーマットを modo へと直接読み込むことができ、反復

要素を伴うメッシュの細分化をインタラクティブにコン

トロールすることができます。 

 

※CAD Loaders for modo には対応ファイルフォーマットの異なる Advanced CAD Loader for modo と Basic CAD Loader for 

modo の 2 種類があります。 

 

Power SubD-NURBS 

modo 601 用インタラクティブ・ジオメトリ変換プラグイン(modo からの書き出し) 

 

Power SubD-NURBS は、modo で生成されたサブディ

ビジョンサーフェイスを NURBS ベースの CAD フォー

マットへと変換し、一般的な CAD システムへと直接書

き出すことができる modo 用プラグインです。 

 

デザインの初期工程において、柔軟性の高い modo で何

通りものデザインを自由にモデリングした後、このプラ

グインを利用して CAD システムへデータを移行し、さ

らに改良を加えモデルを整えていくことができます。 



 

 

Use modo at the front end 

どんな有機的なサーフェイスのプロトタイプを作る場合も、デザインパイプラインのフロントエンド(初期工程)には

modo が最適です。 

 

下図は modo プラグインを利用したサンプルプロジェクトのデザインワークフローです。 

①modo のサブディビジョンサーフェイスを活用してコンセプトモデリングを行います。 

②Power SubD-NURBS for modo プラグインを使用してモデルデータを書き出し、CAD システム（NURBS モデラー）でディテール

を追加します。 

③CAD Loaders for modo プラグインを使用してモデルデータを modo に読み込みなおし、ビジュアライゼーションを行います。 

 

■商品情報 

 CAD Loaders for modo 
Power SubD-NURBS for 

modo 

名称 

modo plugin Advanced CAD 

Loader for modo ／ダウンロ

ード 

modo plugin Basic CAD 

Loader for modo／ダウン

ロード 

modo plugin Power SubD-

NURBS／ダウンロード 

JAN コード 4528992078273 4528992078280 4528992078365 

商品コード LXM6PAH141 LXM6PBH141 LXM6PSH141 

税込標準価格 76,650 円 55,650 円 66,150 円 

発売日 2012 年 6 月 25 日（月） 

プラットフォーム Mac OS X / Windows 

メディア ダウンロード 

コピーライト © 2012 Luxology, LLC 

言語 
英語インターフェース 

日本語マニュアル付き(HTML) 

英語インターフェース 

日本語マニュアル付き(HTML) 

英語インターフェース 

日本語マニュアル付き(HTML) 

対応ファイルフォ

ーマット 

読み込み 

・Parasolid (.x_t /.x_b) 

・IGES (.igs /.iges) 

・STEP (.stp /.step) 

読み込み 

・Parasolid (.x_t /.x_b) 

書き出し 

・IGES (.igs) 

・SAT (.sat) 

・STEP (.stp) 

・RHINO (.3dm)  

※RHINO フォーマットの書き出しは

Winodws 版のみ対応 

 



 

 

■動作環境 

modo の対応

バージョン 
modo 601 

OS 
Mac OS X 10.6 またはそれ以上（32 または 64 bit） 

Windows 7, Vista または XP（32 または 64 bit） 

モニタ OpenGL2.0 互換グラフィクスカード（モニター解像度 : 1280 x 800 以上） 

 

■関連製品 URL 

製品情報 http://www.luxology.jp/modo/cad/index.html 

 

＜掲載用連絡先＞ 

株式会社イーフロンティア 

http://www.e-frontier.co.jp/ 

 

＜プレスからのお問い合わせ＞ 

株式会社イーフロンティア 

〒162-0806 東京都新宿区榎町 43-1 神楽坂ビル 

広報担当 橋本 

広報用メール：pr@e-frontier.co.jp 

 

mailto:pr@e-frontier.co.jp

