
2016年 10月 12日（水） 10:30 ～ 16:30 
（受付開始 10:10～） 

申込URL 
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/16/1012cad/ 

お申込みURL https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/16/1012cad/ 

※ 会社名・製品名・サービスネームは、それぞれ各社の商標またはサービスマークです。 
※ セミナー内容、タイトル、講師および出展システムは、予告なく変更する場合がございます。 

参加費無料／事前予約制 

～ SOLIDWORKS、CATIA、Abaqusから3Dプリンタまでお役立ち情報が盛りだくさん！！ ～ 

会場のご案内 

群馬県立産業技術センター 
群馬県前橋市亀里町884番地1 

・JR両毛線前橋駅北口より永井パス新町玉村線、 
 下川団地線「産業技術センター前」下車 
・JR高崎線高崎駅東口より群馬パス亀里JRピル線 
 「東横手」下車 徒歩5分 
・北関東自動車道前橋南l仁より車で5分 

これから3次元への取り組みをお考えの企業様、また更なる活用を 
お考えの企業様向けに、コスト削減、納期短縮、業務効率の改善、 
競争力の強化を実現するための有効活用を事例を交えご紹介し
ます。またソリッドワークスの最新動向を含め3次元ものづくりの情報
をお伝えいたします。 
 

◆講師◆ ソリッドワークス・ジャパン株式会社 

群馬県立産業技術センター（前橋市） 

成功事例に学ぶ3次元有効活用のポイント 

3Dプリンターがもたらす競争力強化の実現 
 

～3Dプリンター最新情報とお客様の活用事例をご紹介～ 

CATIA V5ユーザー様参加必須！ 
 

          新しいCATIAはこうなります。 

「SIMULIA Abaqus」ご紹介セミナー 

3Dプリンターは「試作目的」で多くの企業で導入が進んでいますが、 
「試作造形」から「更なる造形物の活用」へ、移り変わろうとして 
います。本コースでは、3Dプリンターの最新動向や3Dプリンターを 
活用し、競争力強化を実現している企業の活用事例、効果を 
ご紹介します。 
 

◆講師◆ 株式会社大塚商会 製造プロモーション2課 

もう皆様の目前にまで迫っている3Dエクスペリエンスですが、CADに 
特化したご紹介を受けた方は少ないのではないでしょうか。本セミナー 
では大塚商会全エンジニアへのアンケート結果を基に、CATIA V5 
とCATIA 3DEXPERIENCEをユーザー目線で比較しご紹介いたし 
ます。近い将来CATIA 3DEXPERIENCEユーザーとなるであろう 
皆様に、新しいCATIAの世界をご案内いたします。 
 

◆講師◆ 株式会社大塚商会 PLMソリューション営業部 PLMプロダクトサポート課 

『リアリスティックシミュレーションの世界』 単純な現象から、マルチ 
フィジックスを含む高度なエンジニアリング事象まで、広範囲な領域を 
カバーし、強力なソリューションを提供するリアリスティック・シミュレー 
ションツールAbaqusの豊富な解析事例を多数ご紹介しながら、 
お客様の設計・製造における課題解決に役立つヒントを 
お話しします。 
 

◆講師◆ 株式会社CAEソリューションズ  

T1 
 

11：00 
- 

12：00 

3D CAD環境を支えているワークステーションを仮想化するソリュー 
ション、「System x CAD on VDI」。日本国内でも大手製造業 
に留まらず、既に多くのお客様での活用事例が報告されています。 
当セッションでは、ソリューションの概要、導入の狙い、お客様事例に 
ライブデモを交えて、大塚商会と共にこのソリューションを積極的に 
推進しているレノボ・ジャパンよりご紹介致します。 
 

◆講師◆ レノボ・ジャパン株式会社  

T4 
 

15 : 20 
- 

16 : 30 

System x CAD on VDIのすすめ 
 

         ～設計開発業務に革新を～ 

検証を見すえた3D設計環境を構築！ 
 

        SOLIDWORKS セミナー  

SOLIDWORKS Simulation 

SOLIDWORKS Flow Simulation 

SOLIDWORKSは誰にでも簡単に高品質な3次元設計を実施する 
ことが可能です。優れたパフォーマンスと世界最大級のユーザ 
コミュニティを持ち、製品開発サイクルの短縮に貢献しています。 
本セミナーは、聴講セミナーによるSOLIDWORKSのご紹介および 
SOLIDWORKSの基本である部品の作成からアセンブリ、図面の 
作成をご体験いただきます。3次元CADのメリットを存分に感じて 
いただけます。   ◆講師◆ 株式会社大塚商会  

応力解析だけじゃ物足りない！伝熱＆振動解析活用セミナー 
 構造解析では、応力解析以外にもいろんな検証が行えます。 
本セミナーでは簡単な基盤を例題とし、応力、熱伝導、振動 
（固有値）といった3種類の解析を活用した検証フローを体験 
いただきます。SOLIDWORKS Simulation Professionalを 
使用することで、複数の解析について検討できます。 
 

◆講師◆ 株式会社大塚商会 解析プロモーション課  

競合他社との競争力UPに熱流体解析を活用！ 
熱流体解析は難しいと思っていませんか？熱流体解析を上手く 
活用することで、試作前に複数の設計案を検証できます。 
本コースでは、電子筐体のサンプルモデルについて、SolidWorks  
Flow Simulationによる熱流体解析を実際にご体験いただきます。 
 

◆講師◆ 株式会社大塚商会 解析プロモーション課  

◆お問い合わせ◆ 北関東CAD2ｸﾞﾙｰﾌﾟCAD販売2課 加藤 TEL 048-858-1131 
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お申込み締切 
2016年 

10月7日（金） 
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S4 
 

15：30 
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13：00 
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14：00 



3次元データ活用による 
ものづくり改革セミナー in 群馬 

 

～ SOLIDWORKS、CATIA、Abaqusから3Dプリンタまで 
お役立ち情報が盛りだくさん！！ ～ 

FAX専用お申込み書 

開催日時 2016年 10月12日（水） 

10：30～16：30 （受付開始10：10） 

開催会場 群馬県立産業技術センター 

FAX 0120-48-0348 

●セミナーのお申込みは、本紙「FAX専用お申込み用紙」、もしくは、 
   上記URLから、10月××日までにお申込みください。 
●時間が重複しているコースのお申込みはできませんので、ご確認の上、お申込みください。 
●FAXで複数人数お申込みの際は、恐れ入りますが 
    本紙「FAX専用お申込み用紙」をコピーしてお申込みください。 

お申込み締め切り 2012年10月7日（金）必着 

※ 多数お申込みの場合は、抽選となる場合が ございますのでご了承ください。   ●セミナーお申し込み（複数選択可） 

□ S-1 10：30～12：00 

□ S-2 13：00～14：00 

□ S-3 14：15～15：15 

□ S-4 15：30～16：30 

担当営業 社員コード 販売課名 北関東CAD 氏名 

◆ お問い合わせ先 ◆ 株式会社大塚商会 CAD2ｸﾞﾙｰﾌﾟCAD販売2課   TEL 048-858-1131 

□  T-1 11：00～12：00 

□ T-2 13：00～14：00 

□ T-3 14：10～15：10 

□ T-4 15：20～16：30 

 ※Webからのお申込はこちら 
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/16/1012cad/ 

フリガナ フリガナ 

貴社名※ ご芳名※ 

ご所属 お役職 

ご住所※   〒 

TEL※ FAX※ 

E-mailアドレス※ 

◆会場ご案内図◆ 

個人情報の取り扱いについて                最終更新日：2016 年 8 月 10 日 
 

a)事業者の氏名又は名称 
株式会社大塚商会 

  

b)個人情報保護管理者について 
株式会社大塚商会 イベント・セミナー事務局 責任者 

連絡先は、「f)個人情報のお問い合わせ、開示等手続きについて」をご確認ください。 
  

c)個人情報の利用目的について 
ご記入いただいた個人情報は、以下の目的に利用します。 

商品、サービスに関する情報の提供および提案、連絡、マーケティング活動(メール・お電話・郵送・FAX・訪問等によるご案内・連絡等)/商品、サービ
スの企画および利用等の調査に関する、お願い、連絡、回答(アンケート等による商品、サービス、企画、お客様ご利用状況・満足度等の調査等)/
商品、サービス、その他のお問い合わせ、依頼等の対応、試用の提供等/お客様からの各種お問い合わせ、資料請求など依頼対応/展示会、セミナ
ー、トレーニング、懸賞、その他イベントに関する案内、回答/統計資料の作成のため/その他一般事務・業務等の連絡、お問い合わせ、回答/お客様

から受託もしくは個別のサービスにて同意を得た範囲内で利用する場合 等 
代金の請求、回収、支払い等の事務処理（イベントが有償の場合）/展示会、セミナー、トレーニング、懸賞、その他イベントに関する参加登録（
受付カードへの記入、名刺の受け渡しを含む）/参加登録された情報に関する確認、連絡、問い合わせ、回答（メール・お電話・郵送・FAX・訪問

等による）/賞品の発送のため 

d)個人情報の第三者提供について 
ご記入いただいた個人情報はイベントの協賛・協力・出展企業に提供する場合があります。提供の目的は商品、サービスの情報またはマーケティング活動（イベント、改善提案など）に関する情報の連絡です。提供する項

目は氏名、役職、団体法人名、部署名、連絡先（ご住所、電話/FAX番号、電子メールアドレスを含む）です。 
大塚商会と提供企業とは、個人情報保護に関する契約を締結いたします。なお、提供項目は目的達成に必要な最低限とし、提供手段は当社の定めた安全な手段といたします。また、法令の定めによる場合、お客様ご

本人および人の生命や身体又は財産の保護のために必要な場合、あらかじめお客様ご本人から同意を得ている場合にも第三者に提供します。 
  

e)個人情報の取り扱いの委託について 
ご記入いただいた個人情報は、利用目的達成に必要な範囲内において、第三者へ個人情報を委託する場合があります。その場合は、個人情報保護体制が整備された委託先を選定するとともに、個人情報保護に関す

る契約を締結いたします。 
 

f)個人情報のお問い合わせ、開示等手続きについて 
お客様ご本人またはその代理人が、個人情報に関して、利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止(以下“開示等”という)を要求される場合の連絡先は、イ

ベントの主催部署、または下記お問い合わせ先になります。手続きについては、大塚商会の次のサイトでご確認ください。 
https://www.otsuka-shokai.co.jp/privacy/operation/maillist.html 

お問い合わせ先：株式会社大塚商会 広告宣伝部 E-mail:event@otsuka-shokai.co.jp  FAX:03-3514-7881 
 

g)個人情報のご記入について 
ご記入にあたって、すべての項目を記入いただくかは、任意とさせていただきますが、未記入とされた項目によっては、手続きや適切な対応ができない場合があります。 

 

h)未成年者の個人情報取得について 
本人が未成年者(２０歳未満)の場合は、親権者または保護者の同意なく個人情報を取得いたしません。 

http://○○○○○○○○/
http://○○○○○○○○/
http://○○○○○○○○/

