SOLIDWORKS認定トレーニングセンター国内第１号を取得！

Course menu
定期開催スクール
基礎

または

企業向けスクール
SOLIDWORKS PDM エンドユーザー向け

オンライン：基礎

アセンブリ

または

オンライン：アセンブリ

SOLIDWORKS PDM
Standard 管理者向け

機械設計 ※2
パーツ応用

または

SOLIDWORKS PDM

オンライン：パーツ応用

Professional 管理者向け

意匠設計 ※3
サーフェス ※1
モールド

図面

溶接

図面フル＜3日間＞ ※3

SOLIDWORKS Routing Piping and Tubing

オンライン：板金

SOLIDWORKS Routing Electrical

習得目的

※ 定例開催コースはコースにより実施会場が異なります。
※1 東京（水道橋）と大阪で開催
※2 東京（水道橋）と福岡で開催
※3 東京（水道橋）で開催

※コース名の前に色分けをしています。

基本操作

基本テクニック

管理

☆オンラインスクール始まりました！
講習をライブ配信！会社でも自宅でも受講できます。今多くの方に選ばれている受講形態です。
現在の定期開催スクールの
ラインナップは 4コース！

基礎

アセンブリ

パーツ応用

板金

●※SOLIDWORKSはお客様自身でご準備いただきます。また、バージョンは弊社指定のものとなります。/ご受講前に、受講環境を確認する接続テストを実施します。
/企業向けスクールのコースはご相談に応じます。/ライセンス・SOLIDWORKSのご準備が難しい方はご相談ください。

Pack menu

複数コースをまとめてお申し込みいただくことで、パック割引をご利用いただけます！
★複数名様用★ SOLIDWORKS 基礎

ボリュームパック

通常、３名様でご受講いただくと¥600,000… のところ

セレクトパック 受講例

¥510,000

（税別）

SOLIDWORKS 応用 セレクトパック
通常、３コースでご受講いただくと¥300,000… のところ

¥270,000

（税別）

※各パックは、対象コースを同時にまとめてお申し込み頂くことで、ご利用いただけます。/各パ
ックは、同一会場でご受講の場合ご利用いただけます。複数会場での受講はできません。/対象コ
ースを受講できる期間は3カ月間です。/各パックの受講料は払い戻しできません。/各パックの対
象コースの種類により対象会場は異なります。/バリューパックは1名様で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。（複数名ではご利用いただけません。）/オンラインコース
はパック適用外です。

詳しくは

CADJapan スクール

＜例1＞ 1名で3コース受講
Aさんお一人で

『SOLIDWORKS パーツ応用』
『SOLIDWORKS アセンブリ』
『SOLIDWORKS 図面』 の3コースを受講
＜例2＞ 3名で1コースずつ受講
Aさんは『SOLIDWORKS パーツ応用』
Bさんは『SOLIDWORKS アセンブリ』
Cさんは『SOLIDWORKS 図面』の3コースを受講
＜例3＞ 3名で同一のコースを受講
Aさん・Bさん・Cさん3名とも

『SOLIDWORKS 図面』のコースを受講

検索

で検索！

SOLIDWORKS スクール

ボリュームパック

セレクトパック

SOLIDWORKS 基礎

SOLIDWORKS 図面

オンライン：SOLIDWORKS 基礎 (テレワーク対応)※2

料金 ￥100,000（税別）/ 人
日数 2日
内容 ビュー作成や部品表など数多くの図面作成機能を習得します。

料金
内容

￥200,000（税別）/ 人
日数 4日
SOLIDWORKSを使って3次元モデリングの基礎を学習し、部品、
アセンブリ、図面の基本操作を習得します。

SOLIDWORKSの基本とユーザーインターフェス／スケッチの基本
基本的な部品の作成／対称と抜き勾配／パターン化
回転フィーチャー／シェルとリブ／編集：修復／編集：設計変更
コンフィギュレーション／グローバル変数と関係式／図面の使用
ボトムアップアセンブリの作成※1／アセンブリの使用

※1 トップダウンアセンブリモデリング手法は含まれておりません。
※2 パック対象外になります。また、一部カリキュラムを省略して進行します。

SOLIDWORKS パーツ応用
オンライン：SOLIDWORKS
料金
内容

パーツ応用 (テレワーク対応)※1

￥100,000（税別）/ 人
日数 2日
自由曲面を含むパーツのソリッドモデリング方法を習得します。
高度なスイープや、ロフトなどを使用した高度な部品作成機能を
習得します。

マルチボディデザインテクニック／ソリッドボディの保存
スプラインによるスケッチの作成／スイープの概要
3Dスケッチとカーブフィーチャー／高度なスイープ作成
ロフトフィーチャーと境界フィーチャーの概要／高度なロフトと
境界フィーチャー／フィレットの詳細設定とその他のフィーチャー
※ サーフェス機能の紹介は含まれておりません。
※1 パック対象外になります。また、一部カリキュラムを省略して進行します。

SOLIDWORKS アセンブリ
オンライン：SOLIDWORKS
料金
内容

アセンブリ(テレワーク対応)※1

￥100,000（税別）/ 人
日数 2日
構想設計に役立つトップダウンアセンブリ設計手法（アセンブリ
空間内で、他部品を参照したモデリングテクニック）をはじめ、
高度な合致手法、構成部品のミラー、パフォーマンス向上など、
高度なアセンブリ作成および編集機能を習得します。

高度な合致手法／トップダウンアセンブリモデリング
アセンブリフィーチャーとスマート構成部品
アセンブリの編集／アセンブリでのコンフィギュレーションの使用
表示状態と外観／大規模アセンブリ
※1 パック対象外になります。また、一部カリキュラムを省略して進行します。

SOLIDWORKS サーフェス
料金
内容

￥100,000（税別） / 人
日数 2日
自由曲面を多用するモデリングに役立つサーフェステクニックを
習得します。複雑な面を含むモデル作成、取込んだ他CADデータ
の欠陥部分の修復、デザイン画を基にした設計方法を習得します。

サーフェスの理解／サーフェシングの概要
ソリッドとサーフェスのハイブリッドモデリング
インポートしたジオメトリの修復と編集／ブレンドとパッチ
高度なサーフェスモデリング／マスターモデルテクニック

オンライン：SOLIDWORKS 板金（テレワーク対応）
料金
内容

￥100,000（税別）/ 人
日数 2日
SOLIDWORKSに搭載されている、板金設計に特化した機能を
使用したテクニックを習得します。

基本的なフランジフィーチャ／フラットパターンを使った作業／
その他板金テクニック／板金への変換／マルチボディ板金部品／
フォームツールと溶接リブ／その他の板金機能

基本の復習／図面ビューに対する高度なオプション
アノテートアイテムビューを理解する／高度な詳細化ツール
部品表に対する高度なオプション／その他のテーブル
その他の図面ツール／パフォーマンス管理

SOLIDWORKS
図面フル＜3日間＞
＜3日間＞
SOLIDWORKS 図面フル
料金 ￥150,000（税別） / 人
日数 3日
内容 ビュー作成や部品表など数多くの図面作成機能だけでなく
図面枠の編集方法や図面テンプレートの作成方法を習得します
基本の復習／図面ビューに対する高度なオプション
アノテートアイテムビューを理解する／高度な詳細化ツール
部品表に対する高度なオプション／その他のテーブル
その他の図面ツール／パフォーマンス管理
図面テンプレートの理解／シートフォーマットのカスタマイズ
シートフォ－マットファイルの保存とテスト
シートフォーマットとテンプレートを追加作成する
※1,2日目は「SOLIDWORKS図面」コースと同じカリキュラムです。

SOLIDWORKS 意匠設計
料金
内容

￥150,000（税別）/ 人
日数 3日
「SOLIDWORKSパーツ応用」「SOLIDWORKSサーフェス」から
意匠設計に関する主要機能を抜粋し、短期間で習得します。

マルチボディデザインテクニック／ソリッドボディの保存
スプラインによるスケッチの作成／スイープの概要／3Dスケッチと
カーブフィーチャー／ロフトフィーチャーと境界フィーチャーの概要
高度なロフトと境界フィーチャー
サーフェスの理解／サーフェシングの概要／ソリッドとサーフェスの
ハイブリッドモデリング／インポートしたジオメトリの修復と編集
ブレンドとパッチ／高度なサーフェスモデリング
※「SOLIDWORKSパーツ応用」「SOLIDWORKSサーフェス」の関連機能を
より広く習得したい方は、単独開催しているコースをお勧めいたします。

SOLIDWORKS 機械設計
料金 ￥150,000（税別）/ 人
日数 3日
内容 「SOLIDWORKSパーツ応用」「SOLIDWORKSアセンブリ」から
機械設計に関する主要機能を抜粋し、短期間で習得します。
マルチボディデザインテクニック／スイープの概要
3Dスケッチとカーブフィーチャー／ロフトフィーチャーと
境界フィーチャーの概要／高度なロフトと境界フィーチャー
高度な合致手法／トップダウンアセンブリモデリング
アセンブリフィーチャー、スマートファスナー、スマート構成部品
アセンブリの編集／アセンブリでのコンフィギュレーション使用
表示状態と外観／大規模アセンブリ／設備のレイアウト
※「SOLIDWORKSパーツ応用」「SOLIDWORKSアセンブリ」の関連機能を
より広く習得したい方は、単独開催しているコースをお勧めいたします。

企業向けスクール
企業様単位でスクール開催やカリキュラムのカスタマイズも承ります。
また、ご要望に応じて当社会場・出張にて研修を実施いたします。
担当営業あるいは下記までお気軽にお問い合わせください。

●都合により、内容や会場を変更する場合がありますので予めご了承ください。
●実施Verによって日数や金額が異なる場合があります。別途お問い合わせください。
●日程・会場・実施Ver.については、Webやスクールガイドをご覧ください。
●オンラインコースはパック対象外です。

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。この資料の内容は、予告なく変更される場合があります。
この記載内容は、2021年12月現在のものです。
Copyright©2021 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
・お問い合わせは

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）

biz-edu@otsuka-shokai.co.jp

