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本サービスは当社のキャビネット図面をダウン
ロードし、汎用CADでキャビネットの穴加工を
作図して、作図した穴加工図面を送付することで、
盤筐体の簡易設計が出来るサービスです。

・汎用CADで作図した穴加工図面に対して、穴加工が
可能かチェックし、図面を発行するシステムです。

・本サービスのご利用は、カワムラSQ会会員様（※1）
であれば、どなた様でも無料でご利用いただけます。

但し、本サービスを用いて定義した
キャビネットの購入には、
本体価格、加工費、その他費用が発生します。

※1 カワムラSQ会とは･･･
河村電器産業株式会社が運営する電器設備に
関わる企業の相互の情報交流の場です。
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【はじめに】

e-assist for キャビネットについて



◆本サービスのご利用には下記のバージョンの
ブラウザが必要です。

ブラウザ ：Internet Explorer 9.0以上

◆本サービスは、下記の環境で動作確認を
実施しています。

パソコン ：マイクロソフト社 Windows7以上
のOSを搭載したパソコン

※日本語以外のオペレーションシステム(OS)でのご利用は
サポートしておりません。

※Mac OSを搭載したパソコンでのご利用はサポートして
おりません。

※上記バージョン以外のブラウザのご利用はサポートして
おりません。

※Macintosh版、およびその他のブラウザでのご利用は
サポートしておりません。

※本システムではJavaScriptを使用しております。
JavaScriptの設定を有効にしてご使用ください。

※ブラウザの「戻る」ボタンは使用しないでください。
データの不整合が起こる可能性があります。
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e-assist for キャビネットの動作環境



◆インターネットエクスプローラー上でキーボードのF12を押下する。

ブラウザモードの項目をInternet Explorer9に設定してください。
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ブラウザモードのご確認方法

IE9の場合

ブラウザモードの項目をInternet Explorer 10
または、Internet Explorer9に設定してください。

IE10の場合

▼をクリックし、パソコンのアイコンの部分をクリックします。
IE11の場合

ドキュメントモードの項目をEdge(既定)、10または、9に

設定してください。



e-assist for キャビネット作業手順
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１. ログイン

２. キャビネット図面のダウンロード

３. 穴加工の作図

４. 穴加工図面のアップロード

５. 穴加工の確認

６. 打合せ図の確認

e-assist for キャビネットにログインします。
初回ログイン時は、利用規約の同意を求められます。

穴加工を設計するキャビネットを選択して、
キャビネット図面（DXFファイル）をダウンロードします。

汎用CADを用いて、キャビネット図面に穴加工を作図します。
基本的な丸・四角以外にも、サンプル穴加工用図形を編集して
穴加工を作図することができます。

作図した穴加工図面（DXFファイル）を e-assist for キャビネット
にアップロードします。

アップロードした穴加工図面の穴加工一覧を確認します。
加工不可領域への加工、穴同士の干渉、開口面積のチェック結果も
確認できます。

穴加工の確認後、図面番号が発行されて打合せ図（穴加工図（PDF））
がメールで送付されますので、打合せ図に問題がないことを確認します。
穴加工図（DXF）、見積書（PDF）も発行することができます。



各画面の共通部分

◆ヘッダ部

①マイページ
どの画面からでもマイページの画面に遷移できます。

②ヘルプ
本操作マニュアルを表示します。

③ログアウト
e-assist for キャビネットからログアウトします。

ログイン画面を除く全てのページに表示されます。
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① ② ③



【１．ログイン】

１.１ ログイン方法
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e-assist for キャビネットにログインする

カワムラＳＱ会で発行された、
「会員番号」、「パスワード」
を入力してください。

◆memo◆
カワムラSQ会の会員登録、会員情報変更は
「会員登録はこちら」からお進みください。

URL： http://www.kawamura-sqkai.com/
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１.２ 利用規約の同意

本サービスをご利用いただくためには
利用規約に同意していただく必要があります。

◆memo◆
利用規約の同意は初回ログイン時のみです。
一度、同意していただいた場合、
次回以降は利用規約の画面が表示されません。
（利用規約の改版などを除く）

画面をスクロールさせて、
利用規約の全文をご確認ください。

画面の末尾に「同意する」ボタンがあります。
利用規約に同意できる場合のみ「同意する」
をクリックしてください。



◆memo◆
キャビネット図面ダウンロードリストの画面にも
キャビネット図面新規ダウンロードのボタンがあります。

マイページからキャビネット図面新規ダウンロードの
ボタンをクリックします。
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【２．キャビネット図面のダウンロード】
キャビネット図面をダウンロードする

２.１ ダウンロードするキャビネットの選択
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ダウンロードするキャビネットのシリーズ画像を
クリックします。

◆memo◆
盤用のタブをクリックすることで、
他のキャビネットシリーズが選択できます。

シリーズの用途、IP性能などが
確認できます。
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ダウンロードするキャビネットのタイプを選択します。
タイプから選択する方法と、仕様から選択する方法の
２種類があります。

詳細ボタンでタイプの詳細情報
をご確認いただけます。

・タイプから選択 ・仕様から選択

タイプのプルダウンから直接、
タイプ名称を選択します。

下記項目の仕様を選択します。
・本体材質 ・基板材質
・スリット

◆memo◆
仕様から選択では、事前に選択したキャビネットのシリーズ
に適用できない仕様は選択できません。
例）

スリットの無いシリーズにスリットの有りは選べません。
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ダウンロードするキャビネットの寸法などを選択します。
仕様から選択する方法と、品番のリストから選択する方法の
２種類があります。

・仕様から選択

キャビネットの寸法、ドア形式、色彩、スタッドナットを
選択します。
寸法は縦と横を選択してから深さを選択してください。
縦と横の組み合わせにより、選択できる深さが表示されます。

※注意１

※注意２
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キャビネットの寸法などを選択後、ダウンロードボタンを
クリックします。

ダウンロードが開始されるので、キャビネット図面の検索が
完了するまでお待ちください。

※注意１
スタッドナットは標準で有りの場合のみ、無しに変更できます。
標準で無しの場合は、有りに変更できません。

※注意２
指定色のキャビネットをご希望の場合、ダウンロード時はベージュ
を選択してください。
アップロード時に指定色のマンセル値を入力していただきます。



◆memo◆
・キャビネット図面の検索がタイムアウトした場合

XXXXXXXXXXXX
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キャビネット図面の検索後、自動的にダウンロードされます。

ダウンロード履歴に追加され、
自動的にダウンロードされます。

検索状況が検索中の間は、キャビネット図面がダウンロード
できません。検索ボタンで検索状況を更新し、完了となったら
ダウンロードが可能となります。

検索ボタンで検索状況が
更新されます。
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・品番のリストから選択

キャビネットリストのボタンをクリックして、
キャビネットリスト選択の画面を表示します。

深さのリンクをクリックすることで、
該当する深さの品番リストに変更することができます。

詳細ボタンでタイプの詳細情報
をご確認いただけます。

※注意２

※注意１
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品番のリンクをクリックします。

ダウンロードが開始されるので、キャビネット図面の検索が
完了するまでお待ちください。

※注意１
スタッドナットは標準で有りの場合のみ、無しに変更できます。
標準で無しの場合は、有りに変更できません。

※注意２
指定色のキャビネットをご希望の場合、ダウンロード時はベージュ
を選択してください。
アップロード時に指定色のマンセル値を入力していただきます。
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◆memo◆
・キャビネット図面の検索がタイムアウトした場合

XXXXXXXXXXXX

キャビネット図面の検索後、自動的にダウンロードされます。

ダウンロード履歴に追加され、
自動的にダウンロードされます。

検索状況が検索中の間は、キャビネット図面がダウンロード
できません。検索ボタンで検索状況を更新し、完了となったら
ダウンロードが可能となります。

検索ボタンで検索状況が
更新されます。
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２.２ キャビネット図面の再ダウンロード

以前にダウンロードしたキャビネット図面を再度ダウンロード
する

マイページからキャビネット図面ダウンロードリストのボタン
をクリックします。

キャビネット図面ダウンロードリストの画面に遷移します。
以前にダウンロードしたキャビネットの品番が、
ダウンロード履歴として一覧表示されます。
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該当品番のダウンロードボタンをクリックすることで、
キャビネット図面のダウンロードが始まります。

◆memo◆
ダウンロード履歴は、ダウンロード日とキャビネットの品番で
絞り込むことができます。

◆memo◆
ダウンロード履歴が不要なキャビネットの品番は、削除することが
できます。

該当品番の削除ボタンをクリック。

ダウンロード日と品番の条件を
指定して、検索ボタンをクリック。



21

【３．穴加工の作図】
ダウンロードしたキャビネット図面に穴加工を作図する

３.１ はじめに

ダウンロードしたキャビネット図面は、ZIP形式で圧縮されてい
ます。ZIPを解凍して、DXFファイルを取り出してください。

穴加工の作図は、キャビネット図面のキャビネット上に
正確な座標、寸法で作図してください。

寸法線や寸法値などの記載があったとしても、穴加工の
図形から座標や寸法を読み取ります。

◆memo◆
ZIPの解凍方法は、ZIP形式の圧縮ファイルを右クリックし、表示
された一覧から「すべて展開」をクリックします。
「圧縮（ZIP形式）フォルダーの展開」が表示されるので「参照」
をクリックして、展開したフォルダを保存する場所を指定し、
「展開」をクリックします。

作図した穴加工図面をアップロードした後は、加工図の
精度を小数第一位に端数処理します。
また、穴形状を認識する上で許容誤差を設けており、
許容誤差範囲内の図形は寸法を補正して穴形状を認識し
ます。
予め、ご了承ください。
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穴加工の作図ではブロック図形（※1）を用いないでく
ださい。
ブロック図形を用いた場合は、アップロード前に解除し
てください。

※1 ブロック図形とは･･･
複数の図形（線分や円など）を組み合わせて、
1つの図形として登録されたものを指します。

キャビネット図面の尺度を変更しないでください。
穴加工の寸法が正しく認識されません。

穴加工の作図では、実線を用いて作図してください。
また、見た目上1本の線を2本以上の線を用いて作図し
ないでください。
穴加工の図形が正しく認識されません。

◆memo◆
本サービスは、下記のCADソフトで動作確認を実施しています。

・AutoCAD ・Jw_cad

※ AutoCADは、米国およびその他の国々における
Autodesk,Inc.、その子会社、関連会社の登録商標です。

お客様が作図した図形以外（キャビネット図面に最初か
ら含まれているキャビネットや文字など）は移動したり、
削除しないでください。
アップロード時に正しく解析されないことがあります。

※サンプル穴加工用図形は上記の限りではありません。
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◆memo◆
Jw_cad をお使いの場合、レイヤー名を正しく保存するため、
下記に示す設定を必ず事前に行ってください。

①メニューバーの「設定」から「基本設定」をクリックします。

②「DXF・SXF・JWC」のタブを選択して、
DXF書き出しの項目にある「レイヤ名に番号を付加する」の
チェックボックスを外して、「OK」ボタンをクリックします。

３.２ 穴加工のレイヤー

ダウンロードしたキャビネット図面には下記のレイヤーが
あります。
穴加工の図形は「KW_RD_HOLE」のレイヤーで作図して
ください。

レイヤー名 用途 編集可否

KW_RD_HOLE お客様が穴加工を作図するレイヤー。 可能

KW_RD_FREE お客様が自由に編集できるレイヤー。
寸法線や取付機器などを作図する際に
ご利用ください。

可能

KW_RD_BASE キャビネット本体が描かれたレイヤー。 不可（禁止）

KW_RD_FORBIDDEN 加工不可領域が描かれたレイヤー。 不可（禁止）



◆memo◆
Jw_cadをお使いの場合、「 KW_RD_HOLE 」レイヤーへの
切替は、レイヤー番号①を右クリックしてください。
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画面下のステータスバーから切替後のレイヤーを確認できます。



◆memo◆
キャビネット図面のサンプル穴加工用図形を移動・コピー・編集して、
作図することもできます。
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３.３ 作図できる穴加工の種類

作図できる穴加工の種類には制限があります。
下記の穴加工を作図することができます。

丸穴 長丸穴 角穴 角穴角丸

ファン穴 D穴

ダブルD穴

タップ穴

弧切欠き丸穴 キー溝付丸穴
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３.3.１ 丸穴の制約

円のコマンドを使って作図してください。
アップロード時に穴加工を認識できる寸法の範囲があります。

寸法 許容範囲(mm)

φ 2.4 ～ 600.0
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３.3.２ 長丸穴の制約

線分と円弧、またはポリラインのコマンドを使って作図して
ください。
線分は同じ長さで、傾かせないでください。
円弧は同じ半径で、それぞれの端点同士を接してください。
アップロード時に穴加工を認識できる寸法の範囲があります。

寸法 許容範囲(mm)

W 4.0 ～ 550.0

R 2.0 ～ 600.0

90度回転させた図形も作図できます。

90度回転
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３.3.３ 角穴の制約

長方形、または線分のコマンドを使って作図してください。
線分を用いる場合は、傾かせずに線分の端点同士を接してくだ
さい。
アップロード時に穴加工を認識できる寸法の範囲があります。

寸法 許容範囲(mm)

H 3.0 ～ 550.0

W 3.0 ～ 550.0
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３.3.４ 角穴角丸の制約

線分と円弧、またはポリラインのコマンドを使って作図して
ください。
線分は傾かせないでください。
円弧は同じ半径で、それぞれの端点同士を接してください。
アップロード時に穴加工を認識できる寸法の範囲があります。

寸法 許容範囲(mm)

H 3.0 ～ 550.0

W 3.0 ～ 550.0

R 0.8 ～ 274.9

また、以下に示す寸法が0.5mmより大きくなるように作図
してください。
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３.3.５ ファン穴の制約

寸法 許容範囲(mm)

H 3.0 ～ 550.0

W 3.0 ～ 550.0

φ 3.2 ～ 600.0

線分（長方形）と円弧、またはポリラインのコマンドを使って
作図してください。
線分は傾かせないでください。
線分で構成される四角形の中心と円弧の中心を一致させて
ください。
円弧は同じ直径で、それぞれの端点同士を接してください。
アップロード時に穴加工を認識できる寸法の範囲があります。

また、以下に示す寸法が0.5mmより大きくなるように作図
してください。
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３.3.６ D穴の制約

線分と円弧、またはポリラインのコマンドを使って作図して
ください。
円弧の開始角と終了角が中心点の軸から対称となるように（線
分が傾かないように）してください。
それぞれの端点同士を接してください。
アップロード時に穴加工を認識できる寸法の範囲があります。

寸法 許容範囲(mm)

φ 2.4 ～ 600.0

e 0.1 ～ 299.9

90度、180度、270度回転させた図形も作図できます。

90度回転 180度回転 270度回転

削除幅（e）が円弧の半径（φ/2）を超過する
D穴は対応できません。以下の制約があります。
e < （φ/2）
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３.3.７ ダブルＤ穴の制約

線分と円弧、またはポリラインのコマンドを使って作図してく
ださい。
円弧の開始角と終了角が中心点の軸から対称となるように
（線分が傾かないように）してください。
それぞれの端点同士を接してください。
アップロード時に穴加工を認識できる寸法の範囲があります。

寸法 許容範囲(mm)

φ 2.4 ～ 600.0

e 0.1 ～ 299.9

削除幅（e）が円弧の半径（φ/2）を超過する
ダブルD穴は対応できません。
以下の制約があります。
e < （φ/2）

90度回転させた図形も作図できます。

90度回転

また、以下に示す寸法が0.5mmより大きくなるように作図
してください。
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３.3.８ タップ穴の制約

タップ穴はサンプル穴加工用図形をコピーして作図してください。
アップロード時に穴加工を認識できる寸法の範囲があります。

タップ穴径 φ1(mm) φ2(mm)

M3 2.4 3.0

M4 3.2 4.0

M5 4.2 5.0

タップ穴は基板のみ配置可能（加工可能）ですので本体に
作図しますとアップロード時にエラーとなります。

◆memo◆
FXT、FXTHの基板にタップ穴は配置できません。
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３.3.９ 弧切欠き丸穴の制約

円（円弧）、またはポリラインのコマンドを使って作図して
ください。

円（円弧）の中心座標として、X座標、Y座標のどちらかを一致
させてください。
円（円弧）が重なるようにしてください。
※円（円弧）が接する場合や、他方の円（円弧）を完全に

取りこんでいる場合は、弧切欠き丸穴となりません。

アップロード時に穴加工を認識できる寸法の範囲があります。

寸法 許容範囲(mm)

φ1 2.4 ～ 600.0

φ2 2.4 ～ 600.0

90度、180度、270度回転させた図形も作図できます。

90度回転 180度回転 270度回転

◆memo◆
穴加工内容確認では「弧切欠き丸穴(上部) 」と「弧切欠き丸穴
(下部) 」の2行で寸法が表示されます。
上部がφ2の寸法、下部がφ1の寸法を表します。



３.3.10 キー溝付丸穴の制約

円（円弧）と角穴角丸（角穴）、またはポリラインのコマンド
を使って作図してください。

円（円弧）と角穴角丸（角穴）の中心座標として、X座標、Y座
標のどちらかを一致させてください。
円（円弧）と角穴角丸（角穴）が重なるようにしてください。
※円（円弧）と角穴角丸が接する場合や、円（円弧）の中に

角穴角丸を完全に取りこんでいる場合、角穴角丸が円（円
弧）の両側から飛び出す場合は、キー溝付丸穴となりません。

アップロード時に穴加工を認識できる寸法の範囲があります。

寸法 許容範囲(mm)

φ1 3.1 ～ 600.0

H2 3.0 ～ 550.0

W2 3.0 ～ 550.0

R2 0.0、0.8 ～ 274.9

角穴角丸の幅（W2）が円弧の直径（φ1）を
超過するキー溝付丸穴は対応できません。
以下の制約があります。
W2 < φ1

35



36

90度、180度、270度回転させた図形も作図できます。

90度回転 180度回転 270度回転

◆memo◆
穴加工内容確認では「キー溝付丸穴(上部) 」と「キー溝付丸穴
(下部)」の2行で寸法が表示されます。
上部が角穴角丸の寸法、下部が丸穴の寸法を表します。

また、以下に示す寸法が0.5mmより大きくなるように作図
してください。



３.４ 穴加工の作図位置

穴加工の作図は、キャビネットの加工面（正面、背面、左側面、
右側面、上面、底面、基板）の内に収まるようにしてください。

キャビネットの加工面の外に作図された穴加工は、
アップロード時に削除されますので、ご注意ください。

３.４.１ 加工不可領域との干渉

キャビネットの加工面には、加工できない領域として加工不可
領域が存在します。
キャビネット図面では、加工不可領域を赤の斜線で表現してい
ます。

加工不可領域加工不可領域
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穴加工の干渉マージンが加工不可領域と重なる場合は干渉
エラーとなります。
ただし、加工不可領域と接する場合は干渉エラーとなりません。

干渉エラーとなる例 干渉エラーとならない例

干渉マージン
1.2mm幅

外形を矩形とした
干渉マージン

作図した穴加工は外形を矩形とした干渉マージンを持ちます。

干渉マージン
1.2mm幅

外形を矩形とした
干渉マージン
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３.４.２ 穴加工同士の干渉

穴加工同士の間隔が近すぎると干渉エラーとなります。
穴の形状と大きさによって干渉エラーとなる間隔が異なります。

・片方が丸穴（φ14mm以下）で、
他方が弧切欠き丸穴、キー溝付丸穴以外の場合

穴の外形に沿った 1.2mm 幅の干渉マージンを持ち、
干渉マージン同士が重なる（接するを含む）場合に干渉します。

干渉マージン
1.2mm幅

干渉マージン
1.2mm幅

干渉エラーとなる例 干渉エラーとならない例

・上記以外の場合

穴の外形を矩形とした 2.5mm幅 の干渉マージンを持ち、
干渉マージン同士が重なる（接するを含む）場合に干渉します。

干渉マージン
1.2mm幅

干渉マージン
2.5mm幅

干渉エラーとなる例 干渉エラーとならない例



３.５ 穴加工の開口面積

穴加工による開口面積は、キャビネット加工面の1/2未満まで
です。
ただし、キャビネットの強度に影響を及ぼす大きな穴加工に
ついては、輸送・保管時に変形する恐れがありますので、
お断りをさせていただく場合があります。

開口面積を1/2以上とした場合は、アップロード後にエラーと
なります。

３.６ 穴加工の最大数

キャビネットの加工面には、最大６00個（正面、背面、上面、
底面、左右側面の合計で３00個、基板で３00個）の穴加工を
作図する事が可能です。

穴加工の最大数を超過した場合は、アップロード後にエラーと
となります。
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３.７ 穴加工図面の保存形式

上記以外の穴加工図面はアップロードできない、またはアップ
ロード後にエラーとなります。

◆memo◆
穴加工図面のファイル名には半角スペースを用いないでください。
アップロードした穴加工図面をダウンロードする際、ファイル名
の半角スペースが変更されてしまいます。

◆重要◆
アップロードする穴加工図面は必ず「R12 ASCII図面」（※1）
の形式で、ファイルの拡張子を「.dxf」として保存してください。
※1 R12 ASCII図面とは…

R12のテキスト形式のDXFファイルです。
（バイナリ形式で保存しないでください。）

◆memo◆
Jw_cad をお使いの場合は、「dxf」を選択して保存することで、
「R12 ASCII図面」となります。



◆memo◆
キャビネット図面ダウンロードリストの画面にも
穴加工図面アップロードのボタンがあります。

42

【４．穴加工図面のアップロード】
作図した穴加工図面を e-assist for キャビネット に
アップロードする

マイページから穴加工図面アップロードのボタンをクリック
します。

４.１ 穴加工図面のアップロード
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アップロードの画面が表示されます。
件名、名称、指定色、作図した穴加工図面を指定します。

①

②③

④

アップロードのご注意が表示されますので、内容をご確認して
いただき、了解ボタンをクリックします。

内容を必ずご確認ください。
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③指定色
指定色をご希望の場合は、色のマンセル値を半角英数字と
[ / ][ . ][ - ]を用いて10文字以内で入力してください。

ただし、指定色はダウンロード時の色彩としてベージュを
選択したキャビネット図面である必要があります。
ベージュ以外のキャビネット図面で作図して、指定色を
入力した場合は、アップロード後にエラーとなります。

①件名
件名は必須です。30文字以内で入力してください。

②名称
名称は必須です。15文字以内で入力してください。

④穴加工DXF
穴加工DXFは必須です。
作図した穴加工図面（DXFファイル）を選択します。
DXFバージョンは「R12 ASCII図面」を必ず指定して
ください。

◆memo◆
Jw_cad をお使いの場合は、「dxf」を選択して保存することで、
「R12 ASCII図面」となります。
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最後にアップロードボタンをクリックします。

アップロードが開始されるので、穴加工図面の取込が完了する
までお待ちください。
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４.１.１ 穴加工図面の取込完了

穴加工図面の取込が完了した時点で、自動的に干渉チェックが
実行され、結果が穴加工内容確認の画面に表示されます。

穴加工内容確認画面の見方は「５．穴加工の確認」を参照して
ください。

４.１.２ 穴加工図面の取込失敗

穴加工図面の取込が失敗した場合、アップロード情報の画面が
表示されますので、失敗原因を確認します。

アップロードした穴加工図面を
ダウンロードできます。

失敗となった原因を
ご確認ください。



◆memo◆
アップロード情報は、マイページの取込結果をクリックする
ことで、いつでも確認できます。
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失敗原因の一覧が別の画面で表示されますので、原因を取り
除いていただき、再度アップロードからやり直してください。

アップロード情報の画面に表示される失敗原因は、最初に
エラーを検知した原因のみです。
すべての原因を確認するには、詳細ボタンをクリックします。



◆memo◆
・穴加工図面の取込がタイムアウトした場合
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取込結果が取込中の間は、穴加工図面の確認ができません。
検索ボタンで取込結果を更新します。

検索ボタンで取込結果が
更新されます。

取込結果が完了の場合は、確認ボタンをクリックします。
取込結果が失敗の場合は、取込結果をクリックします。
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アップロード失敗原因の対処方法がわからない場合、
お問い合わせから対処方法を確認することができます。

失敗原因に関するお問い合わせをクリックします。

お問い合わせページが表示されるので、お電話でご確認して
いだたくか、メールフォームから問い合わせます。

お電話の場合。

メールフォームの場合、
ご使用のCAD・問い合わせ
件名・問い合わせ本文を
入力してメール送信を
クリック。

◆memo◆
メールフォームでは、お客様の情報、アップロード情報の入力は
不要です。（自動でメールに添付されます。）
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【５．穴加工の確認】
アップロードした穴加工図面の穴加工一覧を確認する

５.１ 穴加工図面の確認

穴加工図をアップロードした、またはマイページの確認ボタン
をクリックすると、干渉チェックの後、穴加工内容確認の画面
が表示されます。

穴加工内容確認では、穴加工一覧の他、干渉エラーや開口面積
エラーを確認することができます。
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汎用CADで作図した穴加工の一覧を確認できます。
座標（X）、座標（Y）は、キャビネット加工面の左下を
原点とした座標を表示します。
（穴加工図面の原点からの座標ではありません）

穴加工一覧は、汎用CADで作図した穴加工の加工面、
形状と数があっているかをご確認してください。
詳細は後に発行される打合せ図でご確認ください。

５.１.１ 穴加工一覧の確認

干渉エラーが発生した場合は、干渉している加工面のメッセー
ジと該当の穴加工を赤字で表示します。

干渉している穴加工は
名称を赤色で表示

干渉している加工面の
メッセージ

５.１.２ 干渉エラーの確認
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◆memo◆
干渉エラーの穴加工図面は、マイページでの取込結果が「干渉有」と
表示されます。
また、取込結果をクリックすることで、アップロード情報の失敗原因
の詳細から、干渉した穴加工一覧を確認することができます。
詳細は「４.１.２ 穴加工図面の取込失敗」を参照してください。

開口面積エラーが発生した場合は、開口面積を超過している
加工面のメッセージを表示します。

開口面積を超過している
加工面のメッセージ

開口面積エラーが発生した場合、開口面積エラーの原因を
取り除いていただき、再度アップロードからやり直して
ください。

５.１.３ 開口面積エラーの確認

◆memo◆
開口面積エラーの穴加工図面は、マイページでの取込結果が「干渉有」
と表示されます。
また、取込結果をクリックすることで、アップロード情報の失敗原因の
詳細から、開口面積エラーの加工面一覧を確認することができます。
詳細は「４.１.２ 穴加工図面の取込失敗」を参照してください。

干渉エラーがある場合、干渉エラーの原因を取り除いて
いただき、再度アップロードからやり直してください。



５.１.４ 件名・名称の確認

53

確認を完了する前に、アップロード時に入力した件名と名称
を修正することができます。

件名は30文字まで、名称は15文字までです。

５.１.５ 面数と合計価格の確認

キャビネット本体価格と穴加工の費用を確認することが
できます。
面数を入力して計算ボタンをクリックすると、面数に
合わせた合計価格が表示されます。

面数を変更して、計算ボタンをクリック。
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穴加工図面が確認できたら確認完了ボタンをクリックします。

確認ダイアログでOKボタンをクリックします。

アップロードした穴加工図面に図面番号が割り振られて、
マイページに遷移します。

打合せ図である穴加工図（PDF）がカワムラSQ会で登
録したメールアドレスに送付されます。
ご発注される前に打合せ図を必ずご確認ください。

５.２ 穴加工図面の確認完了

図面番号が割り振られます。 穴加工確認が確認済になります。
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◆memo◆
マイページから、アップロードした穴加工図面を削除する
ことができます。

該当図面の削除ボタンをクリック。

５.３ 穴加工図面の再確認

該当の穴加工図面が表示されたら、確認ボタンをクリックします。

◆memo◆
確認ボタンがクリックできるのは、取込結果が完了、または
干渉有の穴加工図面のみです。
取込結果が取込中、または失敗の場合はクリックできません。

条件を指定して穴加工図を探すことができます。

各条件を入力、または選択して
検索ボタンをクリック。
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【６．打合せ図の確認】
打合せ図を発行して詳細を確認する

６.１ 打合せ図の発行

アップロードした穴加工図面の確認を完了することで、
打合せ図である穴加工図（PDF）が発行されますが、
穴加工の寸法などの詳細を確認していただくためには、
穴加工図（DXF）を発行していただく必要があります。

マイページで穴加工確認が確認済の穴加工図面を表示します。
該当図面の出図・見積ボタンをクリックします。

該当図面の出図・見積ボタンをクリック。

出図・見積設定の画面が表示されるので、穴加工図（DXF）を
選択して出図・見積ボタンをクリックします。

穴加工図（DXF）を選択して
出図・見積ボタンをクリック。
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出図・見積の要求が完了したメッセージが表示されます。

出図・見積の要求完了
メッセージ

◆memo◆
出図・見積設定の画面から連続して出図・見積を実施することは
できません。
一旦、閉じるボタンでマイページに戻ってから、再度実施してく
ださい。

打合せ図である穴加工図（DXF）がカワムラSQ会で登
録したメールアドレスに送付されます。

穴加工の座標や寸法の詳細を測定していただき、
穴加工図（DXF）に問題ないことをご確認ください。

同様の手順で、穴加工図（PDF）の再発行と見積書（PDF）
の発行が行えます。

出図・見積設定の画面で該当する図面を選択して、出図・見積
ボタンをクリックしてください。
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６.２ ご発注の方法

ご発注は、マイページに表示された穴加工図面の図面番号を
カラムラ代理店に連絡してください。

◆memo◆
加工数、ご発注台数などにより、リードタイムは変動します。

図面番号
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◆加工範囲
• 穴加工可能範囲は各キャビネットの正面、背面、上面、底面、左右両側面、

鉄製基板の指定範囲内（※１）のみです。木製基板の加工は対象外です。
※1加工範囲は機種により異なります。

加工範囲は作図作業時に表示されます。

◆加工形状、加工穴について
• 加工可能な形状は、丸、四角とサンプル穴加工用図形にある形状のみとな

ります。丸、四角とサンプル穴加工用図形にない形状は対応できません。
• 最小穴寸法は、丸穴がφ2.4mm、角穴が１辺3.0mmとなります。
• タップ穴の選択はGシリーズ、CPシリーズ、Jシリーズの基板のみになり

ます。

◆加工数
• 正面、背面、上面、底面、左右両側面に合計で最大３00個の穴を配置する

ことが可能です。鉄製基板には、別途最大３00個の穴を配置することが可
能です。

◆加工指示について
• 穴加工寸法は、加工精度に留意しご指定ください。
• 穴の形状・配置によっては、キャビネットに変形が発生する可能性があり

ます。

【７. e-assist for キャビネット規定事項】
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◆強度について

• 開口面積の最大は加工面の１／２を上限としますが、キャビネットの強度に
影響を及ぼす大きな穴加工については、輸送・保管時に変形する恐れがあり
ますので、お断りをさせていただく場合があります。
※SPOGシリーズの一部の品番に関して、背面の有効加工領域が制限

されていますので、ご注意ください
〔穴加工不可例〕

・単一穴で１／２の面積を開口する。
・コーナー部の端から端まで開口する。

• 扉への機器取付許容荷重は、３０ｋｇ／㎡です。機器の重量についてはお客
様にてご確認の上、ご利用ください。

• 開口間が近い場合、変形する恐れがありますので、隣接する開口端面は最低
6ｍｍ以上離して配置してください。
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◎両扉の加工ピッチ（E）の精度： ±3mm
◎外形からの穴位置（F）の精度： ±3mm

◆加工精度

• 穴加工の加工精度は、下記の通りとなります。
公差の指定はできません。

◎開口寸法（A,B,C）及び同一面加工ピッチ（D）の精度

基準寸法 精度

30mm以下 ±0.2mm

31～120mm ±0.3mm

121～400mm ±0.5mm

401～1000mm ±0.8mm

1001～2000mm ±1.2mm
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◆穴加工箇所の処理について
• 屋外で使用するキャビネットに穴加工をする場合は、シーリング等の処理を

行い保護するか、防水パッキンのついた機器を取付けてください。穴加工箇
所からの水の浸入について弊社は保障致しかねます。

• 穴加工後に塗装を施しますが、加工端面が錆びやすくなるため、端面が外部
に露出しないようシーリング等の処理を行ってください。

◆その他注意点

• 鉄製基板に穴加工する場合は、方眼目盛は印刷されません。
• IP性能を有するキャビネットに性能以上の穴加工を行う場合、既定のIP性能

は損なわれます。
• 穴加工後に塗装を施すため、小さな穴は穴径が著しく小さくなってしまう場

合があります。
• キャビネットは使用環境をご確認の上、選定してください。
• システムにより自動で作図しているため、過度な穴加工によるキャビネット

の強度不足について弊社は保障致しかねます。
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お問い合わせはこちらからお願い致します。

受付時間 AM9:00～PM5:00（休日除く）

【８. e-assist for キャビネットお問い合わせ】

システムに関するお問い合わせ

キャビネットの技術的な
お問い合わせ

0561-86-8171

0561-86-8171


