
大塚商会
CADオンライン支援プログラム

オンラインでCADのスペシャリストが
お客様の設計環境の最適化をお手伝い！

Ⅰ.オンライン
デモ

CADソフトの機能概要を
ご紹介致します。
CADJapanサイトから
日時とご希望製品を選択
し、お申込みいただけま
す。

Ⅲ.オンライン
スクール

オンラインで受講でき
るスクールをご用意し
ています。
ライブ型のスクールと、
eラーニングの2タイプ
からお選びいただけま
す。

Ⅳ.オンライン
サポート

電話サポートだけでは
なく、場合によりお客
様のPCとエンジニアの
PCをインターネット経
由で接続して、迅速に
トラブルを解決します。

Ⅱ.オンライン
インストール

インストール時のトラブ
ルや、既存PCからの環
境移行など、煩わしい
インストール作業を代行
いたします。

CADの
インストールを
したいけれど、
時間が取れない

んだよな

トラブルを
相談したいけれど
来てもらうには
時間がかかる
んだよな

導入検討製品の
機能詳細を

インターネットで
手軽に確認でき

ないかな

CADスクールを
受講したいけれど
近隣で開催して
いないんだよな

オンライン
サポート
で解決！

オンライン
デモ

で解決！

オンライン
インストール
で解決！

オンライン
スクール
で解決！



オンライン支援プログラム価格表
分類 項目 参考価格（税別）

環
境
構
築

イ
ン
ス
ト
ー
ル

AutoCADインストール(訪問なし/ｵﾝﾗｲﾝ/1台) ￥30,000/台

EXPERT-CADインストール(訪問なし/ｵﾝﾗｲﾝ/1台) ￥30,000/台

AUTODESK製品インストール(訪問なし/ｵﾝﾗｲﾝ/3種類1台) ￥50,000/台

SOLIDWORKSインストール(訪問なし/ｵﾝﾗｲﾝ/1台) ¥50,000/台

Revitインストール(訪問なし/ｵﾝﾗｲﾝ/1台) ¥50,000/台

Rebroインストール(訪問なし/ｵﾝﾗｲﾝ/1台) ¥50,000/台

指
導

CAD建設・製造ソフト指導(ｵﾝﾗｲﾝ/2時間) ¥40,000/2時間

Rebroオンライン指導(2時間) ¥65,000/2時間

AutoCAD Electrical指導(ｵﾝﾗｲﾝ/2時間) 個別見積

共
通

ス
ク
ー
ル

AutoCADスクール(ｵﾝﾗｲﾝ/個別) 個別見積

EXPERT-CADスクール（ｵﾝﾗｲﾝ/個別） 個別見積

CAD汎用ソフトスクール(ｵﾝﾗｲﾝ/個別) 個別見積

スクール準備･運用管理(ｵﾝﾗｲﾝ/1回) 個別見積

製
造
系

ス
ク
ー
ル

Inventorスクール(ｵﾝﾗｲﾝ/個別) 個別見積

SOLIDWORKSスクール(ｵﾝﾗｲﾝ/個別) 個別見積

CATIA V5スクール(ｵﾝﾗｲﾝ/個別) 個別見積

※掲載は一部です
分類 項目 参考価格（税別）

建
設
系

ス
ク
ー
ル

3dsMaxスクール(ｵﾝﾗｲﾝ/個別) 個別見積

BIMスクール[Revit/Navisworks](ｵﾝﾗｲﾝ/個別) 個別見積

CIMスクール[Civil3D/InfraWorks/Revit/Navisworks](ｵﾝ
ﾗｲﾝ/個別)

個別見積

Rebroスクール[電気編/機械設備業向け設計編/BIM
編](ｵﾝﾗｲﾝ/個別)

個別見積

配
信
型

定
期
開
催
ス
ク
ー
ル

AutoCAD/LT 2021 Stage1 作図編 (7日間) ¥23,000/人

AutoCAD/LT 2021 Stage2 設定編 (7日間) ¥23,000/人

AutoCAD/LT 2021 Stage3 活用編 (7日間) ¥23,000/人

AutoCAD/LT 2021 Stage1・2 (14日間) ¥42,000/人

AutoCAD/LT 2021 Stage1・2・3 (14日間) ¥58,000/人

AutoCAD Mechanical 2022 Stage1 作図編 (7日間) ¥30,000/人

AutoCAD Mechanical 2022 Stage2 実用編（7日間） ¥30,000/人

AutoCAD Mechanical 2022 Stage1・2 (14日間) ¥56,000/人

Civil 3D 2020 基礎 (14日間) ¥56,000/人

EXPERT-CAD 基礎 速習（7日間） ¥36,000/人

保
守

MNS CADオンラインサポートサービス(インストール付) ¥7,150～/月

MNS CADテレホンサポート Eラーニング付き ¥6,050～/月

MNS CADサポートサービス ¥6,600/月

MNS CADサポートサービス Eラーニング付き ¥7,700/月

MNS CADサポートパック ¥5,830/月

お申込み・お問い合わせ先

株式会社大塚商会 たよれーるCADサポート2課
k-remotecad@otsuka-shokai.co.jp

建設・製造業のCAD,CAM,CAE導入のためのヒントが満載!!

検索CADJapan オンライン

https://www.cadjapan.com/service/?02=82_h_gn_service

オンライン支援プログラムの詳細は 「CADJapan.com オンラインサービス」 をご覧ください

MNS CADオンラインサポートサービス（インストール付）

導入支援から稼働後の運用支援、障害対応に至るまで、オンラインでお客様のCAD運用を丸ごとサポートします。

※ 対象ソフト AutoCAD / AutoCAD LT / AutoCAD Mechanical / 3ds Max / Revit / Architecture, Engineering ＆ Construction Collection / Inventor /
Product Design ＆ Manufacturing Collection / SOLIDWORKS / EXPERT-CAD

・オンライン インストール

・環境移行

導入支援

テレホンサポート

バージョンアップインストール

運用支援

オンライン トラブル
シューティング

障害対応支援

建設系
AutoCAD Architecture

Revit

3ds Max

Navisworks

AutoCAD Civil 3D

ReCap 360

InfraWorks 360

ARCHITREND

Rebro など

Inventor

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Plant3D

AutoCAD P&ID

AutoCAD Electrical

CATIA/SOLIDWORKS

SOLIDWORKS ELECTRICAL

SOLIDWORKS Simulation

Creo Parametric など

製造系汎用系
AutoCAD

EXPERT-CAD 

CADPAC
など

オンライン デモ オンライン インストール オンライン スクール
Web会議ツールで質疑応答しながら進行

大塚商会エンジニアのCAD操作画面を共有

※ インストールメディアの挿入などは、
お客様にお手伝いをお願いします。

どんな場所でも対応が可能！

難しい操作が不要！

他のパソコンからの環境移行も可能！

配信型スクール
講師が操作・説明する動画で学習！

受講期間内は何度でも視聴可能！

時間・場所にとらわれず自分のペースで！

－主要取扱いソフト一覧－

お客様の会社・自宅 講師

リアルタイムに質問可能！

事前の接続テストで当日は安心して受講！

豊富なコースラインアップ！

オンライン サポート

製品名などは各社の商標もしくは商標登録です。
掲載内容は2023年4月1日現在の情報です。
予告なく変更されることがあります。

https://www.cadjapan.com/service/?02=82_h_gn_service
https://www.cadjapan.com/
https://www.cadjapan.com/service/?02=82_h_gn_service
https://www.cadjapan.com/products/online_demo.html
https://www.cadjapan.com/support/menu/plan_08.html
https://www.cadjapan.com/school/remote.html
https://www.cadjapan.com/support/menu/plan_10.html

