
コースフロー

Revit 建築基本操作 Revit 建築意匠設計 Revit ファミリ作成

Revit 建築構造設計
Revit レンダリング

Revit 土木基礎 Revit 土木応用

オンライン：
Revit 建築基本操作

オンライン：
Revit  建築意匠設計

オンライン：
Revit ファミリ作成

Navisworks 基礎

コース概要

日数 1日間

金額 ¥40 ,000 （税別）/人

内容 1. 意匠モデルの入力

（レベル・通り芯・地形・サブ領域・壁・柱・床・ドア・窓・参照面

階段・コンポーネント・手摺・梁・カーテンウォールなど）

2. 壁仕上げの追加

（ビューテンプレート・壁タイプの変更・仕上げ壁・部屋など）

3. 図面の体裁調整（平面図・立面図・断面図・レイアウト）

日数 1日間

金額 ¥40 ,000 （税別）/人

内容 1. 基本操作

2. 建築モデルの入力

（壁・柱・ドア・窓・コンポーネント・床・天井・部屋など）

3. 要素の編集（位置合わせ・コピー・トリムなど）

4. ビュー固有の要素（文字・寸法・タグなど）

5. ビューの作成・調整

6. ビューのレイアウト・印刷

Revit 建築基本操作 セレクトパック

オンライン：Revit 建築基本操作（テレワーク対応）

Revit 建築意匠設計

オンライン：Revit 建築意匠設計（テレワーク対応）

セレクトパック

日数 1日間

金額 ¥40 ,000 （税別）/人

内容 1. 構造テンプレートを使用した入力

2. RC造の構造柱・梁の入力

3. S造の構造柱・梁の入力

4. ビューの考え方

5. 構造体の入力

6. 一貫構造計算ソフト連携

7. 鉄筋モデリング

8. 集計・数量拾い

日数 1日間

金額 ¥40 ,000 （税別）/人

内容 1. Revitのファミリとは

2. ファミリ作成の基本操作

3. パラメトリックファミリの作成

4. 共有パラメータ

5. インプレイスファミリの作成

Revit ファミリ作成 セレクトパック

オンライン：Revit ファミリ作成（テレワーク対応）

Revit 建築構造設計 セレクトパック

Dynamo
スタートアップサービス
<建設編>＜土木編＞

オンライン：
Navisworks 基礎

Revit 土木基礎 セレクトパック Revit 土木応用 セレクトパック

日数 1日間

金額 ¥40, 000（税別）/人

内容 1. パラメトリックモデル

2. アダプティブコンポーネント

3. 配筋

4. 集計表

5. パーツ・フェーズ

6. 製図（文字・寸法など）

7. ビューの作成・調整、印刷

日数 1日間

金額 ¥40, 000（税別）/人

内容 1. 基本操作

2. 要素の編集（位置合わせ・コピー・トリムなど）

3. ファミリ作成の基礎

4. CIMモデルの作成（構造物ファミリ・プロジェクトデータの作成）
5. 外部データ入出力

Revit 建築設備設計



会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。この資料の内容や金額は、予告なく変更される場合があります。
この記載内容は、2023年3月30日現在のものです。 Copyright©2023 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.

セキュリティ基盤プロモーション部セキュリティ2課
教育ビジネス担当
営業時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

・お問い合わせは

biz-edu@otsuka-shokai.co.jp

日数 1日間

金額 ¥40, 000（税別）/人

内容 1. Navisworksについて 2. ウィンドウ操作

3. 画面操作とビューポイント 4. レビュー

5. ウォークスルーアニメーション 6. 図形の選択・検索・項目ツール

7. 干渉チェック 8. 4Dシミュレーション

9. オブジェクトアニメーション 10.レンダリング

Navisworks 基礎

来場型コース限定：複数人数でのご受講、複数コースのご受講に最適な、価格を抑えたお得なパックコース

●対象コースを同時にお申し込みの際にご利用いただけます。
●テレワーク対応オンラインコースはパックの対象外となります。
●対象コースを受講できる期間は3カ月間です。
●パックの受講料は払い戻しできません。
●セレクトパックの利用は同一会場の受講または同一受講形態の
受講に限定されます。

対象コース 日数 通常料金（税別） 会場

Revit 建築基本操作 1日間 40, 000円 /人 水道橋・大阪

Revit 建築意匠設計 1日間 40, 000円 /人 水道橋・大阪

Revit 建築構造設計 1日間 40, 000円 /人 水道橋・大阪

Revit ファミリ作成 1日間 40, 000円 /人 水道橋・大阪

Revit 土木基礎 1日間 40, 000円 /人 水道橋・大阪・札幌

Revit 土木応用 1日間 40, 000円 /人 水道橋・大阪・札幌

Revit レンダリング 1日間 40, 000円 /人 水道橋

Navisworks 基礎 1日間 40, 000円 /人 水道橋・大阪・札幌

InfraWorks 基礎 1日間 40, 000円 /人 水道橋・大阪・札幌

通常３コースをご受講いただくと
¥120, 000（税別）のところ・・・ ¥114, 000 （税別）

Autodesk Revit・Navisworks・InfraWorks の対象コースから

3コースをご受講いただく際にご利用いただけます。
＜例１＞1名で3コース受講

「Revit 建築基本操作」コース

「Revit 建築意匠設計」コース

「Revit ファミリ作成」コース

＜例3＞３名で同一コース受講

「Naivsworks 基礎」コース

＜例2＞３名で1コースずつ受講

Aさん 「Revit 土木基礎」コース

Bさん 「Revit 土木基礎」コース

Cさん 「InfraWorks 基礎 」コース

BIM/CIM セレクトパック（3枚）

Revit レンダリング セレクトパック

日数 1日間

金額 ¥40 ,000 （税別）/人

内容 1. レンダリングとは

2. カメラの作成（ビューの作成）

3. マテリアルの割り当て（太陽光と屋内照明）

4. 照明の配置

5. 点景の配置

6. レンダリング設定と露出の調整、イメージの保存

7. 内観パース制作

セレクトパック

パックコースの使用方法

日数 0.5日間

金額 お問い合わせください。

内容 1.Dynamoの基本概念

2.ノードでのプログラム配置事例

3.サンプルプログラムでの学習

Dynamo スタートアップサービス＜建設編＞

Dynamo スタートアップサービス＜土木編＞オンライン：Navisworks 基礎（テレワーク対応）

配信型スクール：Revit 2022 建築基本操作（7日間）

配信型スクール：Revit 2022 基本操作・ファミリ（14日間）

日数 7日間

金額 ¥28 ,000 （税別）/人

内容 表面の「Revit 2022 建築基本操作」コースをご確認ください。

配信型スクール：Revit 2022 ファミリ作成（7日間）

日数 14日間

金額 ¥52 ,000 （税別）/人

※複数の配信型コースを受講予定の方向けのセットコースです。

日数 7日間

金額 ¥28 ,000 （税別）/人

内容 表面の「Revit 2022 ファミリ作成」コースをご確認ください。

配信型スクール：Revit 2022 建築意匠設計（7日間）

配信型スクール：Revit 2022 基本操作・意匠設計・ファミリ

配信型スクール：Revit 2022 基本操作・意匠設計（14日間)

日数 7日間

金額 ¥28 ,000 （税別）/人

内容 表面の「Revit 2022 建築意匠設計」コースをご確認ください。

日数 14日間

金額 ¥70 ,000 （税別）/人

※複数の配信型コースを受講予定の方向けのセットコースです。

日数 14日間

金額 ¥52 ,000 （税別）/人

※複数の配信型コースを受講予定の方向けのセットコースです。

（14日間）

Revit 建築設備設計

日数 1日間

金額 お問い合わせください。

内容 1. 基本操作

2. プロジェクトの事前準備

3. ビューの作成・調整

4. スペースの入力

5. 空調設備オブジェクトの入力

6. 給排水設備について

7. システムについて


