
図面をペーパーレス化
したいが何から始めたら
いいかわからない

紙と変わらないスピードで
図面チェックがしたい

図面への指摘事項を
関係者に正確に伝えたい

?
?

・・・・・・

OK！

「Bluebeam Revu」は
Microsoft Windows専用ソフトウェアです。
詳しくは、下記Webサイトをご確認ください。

パナソニック ソリューションテクノロジーは、
Bluebeam社の国内で唯一の一次代理店です。

解決！解決！
これらのお悩みを解決するのが、
テレワーク対応図面専用PDFソフトウェア
これらのお悩みを解決するのが、
テレワーク対応図面専用PDFソフトウェア

です！です！
ブ ル ー ビ ー ム レ ビ ュ ーブ ル ー ビ ー ム レ ビ ュ ー

株式会社日本住宅保証検査機構様

文字だけでは位置を指定するだけでも長い文章になり、
勘違いが起こることもある。絵で描けば、どこに言及してい
るのかが一目瞭然です。

審査業務の効率は2割ほど向上すると予想しています。
資源を減らすことができ、顧客満足度も上がります。

森トラスト株式会社様

図面のペーパーレス化やテレワークでの業務とも親和
性が高く、図面回覧の時間が短縮され、同時編集機能に
より複数部署間の指摘事項整理作業が削減されました。

また、設計者・施工者との修正内容共有のタイムラグ
解消など、業務効率化に寄与しています。

お客様の声
株式会社日建設計様

PDFにコメントを付けた内容を
CSV出力しExcel版のチェックシー
トを作成することで、さまざまな関係
者間での情報共有の効率アップを
図りました。

PDFは伝えたい情報を2次元的に
落とし込めてわかりやすく、皆が
使えるためコラボレーションには適
した手段ですね。

鹿島建設株式会社様

豊富なマークアップ機能により、
他の描画ソフトを使わずに設備系
統図の作成が可能になりました。

また、瞬時に面積や距離の測定が
可能になり、設備設計者の作業の
効率化と一元化を実現できました。

日揮グローバル株式会社様

図面の重ね合わせ表示ができる
ので、どのような点が変更されたの
かが一目でわかり、見逃すことは
ありません。

ポンプなどのシンボルを簡単に
登録でき、1回ずつ記述を繰り返す
ことが省けるので、便利で生産性が
上がっていることも実感できます。

・・・

・・・

＼今こそ進めたい紙図面からの脱却！／

PDFで
情報共有を
スムーズに

こんなお悩みはありませんか？

30日間 無料でお試し！

その他、資料請求・お見積もり依頼もこちらから

「Bluebeam Revu※」の
無料体験版
お申し込みはこちら！

検索 Panasonic Bluebeam QRコードからのアクセスはこちら

※

※Bluebeam社製

※Bluebeam社製

※

※Bluebeam社製

図面レビューソリューション
Bluebeam Revu

PST-2211JC184A●記載されている内容は、2022年 11月現在のものです。予告なしに変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
●本サービスは法人のお客様を対象としています。個人のお客様は対象外とさせていただきます。
●本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、™、®マークは基本的に明記していません。

https://www.panasonic.com/jp/business/its/bluebeam.html
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