主催：株式会社 大塚商会
協賛：ソリッドワークス・ジャパン株式会社

2010年9月1日（水） 10:00～

会場地図

ご挨拶
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平
素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この
度弊社では、製造業で圧倒的なシェアを誇ります
「SolidWorks」を中心とした「SolidWorks Solution Seminar
in Kanagawa」を開催する運びとなりました。直感的な簡単
操作でありながらハイエンド3次元CADと同等の機能を有
する「SolidWorks」の最新版2010を使い、3次元機能の基
礎、コスト削減を意識した活用法、裏技集のご提供など多
数のプログラムをご用意させていただきました。
ご多忙中とは存じますが、この機会に是非、ご高覧いただ
きたくご案内申し上げます。
敬具

http://www.ksk-kanagawa.or.jp/promity_a/index.html

会場連絡先

プロミティあつぎ(財）
神奈川県企業庁サービス協会
ＴＥＬ 046-221-7838

株式会社大塚商会

ご来場のお客様に、LEDライト付
携帯ソーラーチャージャープレゼント！

展示

■ SolidWorks Premium 2010 & SolidWorks Simulation [構造解析ツール]
■ SolidWorks Flow Simulation [設計者向け熱流体解析ツール]
■ 3DVIA Composer [インタラクティブ3Dテクニカルドキュメント作成ツール]
■ Mastercam for SolidWorks [SolidWorksアドオンCAMシステム]
■ SIIプロッタLP1020MF [A0複合機プロッタ A0カラースキャナ対応]
■ リコー複合機 MPC5000（A3カラー複合機）
■ 生産管理ソフト 生産革新（風神）・TECHS-S・遉（事前予約要）
■ 省電力・長寿命でコストとCO2を同時削減！次世代照明LEDを多数展示

時間

セミナーSession
【A-1 】 業界屈指の3DCAD SolidWorksを経営の即戦力に！
開催ご挨拶

～SolidWorksの魅力をあますところなくお見せします～

株式会社大塚商会 神奈川営業部CADグループ グループ長

乾 隆

◆Part 1◆ 経営者必見！！ 技術力を経営力に生かせる3次元デジタルものづくり

10:00
｜
11:45

3 次元デジタルものづくりは、新たなるビジネスへの飛躍の鍵でもあります。それは中堅・大手企業のみならず、中小企業の技術力を経営力に生かせる多くの場と提案
の機会を創生できるからです。それは当然ながら最後に利益に跳ね返って経営を楽にさせることにつながります。その中でデジタルものづくりの最新動向およびその具
体的な活用法について設計での品質・コストのつくり込み、生産・製造エンジニアリングとの連携を効率的に推進するデジタルものづくりへ収益性、原価低減、省力化を
キーワードに製造業の最新トレンドもふまえてソリッドワークス社がお伝えいたします。

◆Part 2◆ SolidWorksに乗り換えると企業はこんなに儲かる！
なぜ世の中にたくさんの３次元CADがあちこちで販売されているにも関わらず、SolidWorksを使うと企業は儲かるのでしょうか？？それには置き換える／採用する理由
があるからです。ランニングコストだけでなく、実績や将来性及び、自分たちで使っている環境は明確な妥当性を定めた上で採用したものでしょうか？結果的に自分た
ちのやりたいことを実現するとコスト高になって、結果、高かろう・悪かろうでは困ります。SolidWorksが３次元CADの業界標準となっており、その企業も採用している理
由を企業が採用した利点、費用対効果、実績を定量的効果実測を元に説明いたします。これであなたも、迷わずSolidWorksを選べるでしょう。

【講師】：ソリッドワークス・ジャパン株式会社 東日本営業部 担当課長 佐藤 永弘様

◆Part 3◆ 日本で最も選ばれているHPのワークステーションの優れたパフォーマンスとは？
HPは、Unix Workstationの時代から25年以上もの間、ワークステーションディビジョンという専用部門を設け、ソフトウェアベンダを中心とする各関係機関との連携によっ
てワークステーションの設計と開発に取り組んできました。PC Workstation時代へと移り変わる中で、HPが培ってきたワークステーションへの思いは、大変質の高い技
術やソリューションとして実現しています。最新技術の導入、優れたシステムパフォーマンスと安定性、幅広いラインナップと最適な価格設定、そして技術力に優れたサ
ポート力などHP Workstationが放つ数多くのメリットを3つのキーワードに分けて解説します。

【講師】：日本ヒューレット・パッカード株式会社 PSG ワークステーションビジネス本部 製品マーケティング 柄津佑輔 様
お昼休憩

13:00
｜
13:50
14:00
｜
14:50

【A-2】 大塚商会が考える設計情報管理と公開による工数削減への道
3DCADを使っていると、必ずといっていい程直面する「データ管理」の壁。これから編集する部品が、どの製品に影響を及ぼすかおわかりですか？ 部品構成表
(BOM)や図面を設計以外の他部署に公開したいと思いませんか？今までは非常に高価で導入・稼動まで多くの時間とカスタマイズを要してきたＰＤＭシステムですが、
機能を絞り、運用の簡素化を行うことで安価な構築費と短期間での稼動が可能となりました。仕掛りデータ・構成情報・成果物管理など、お客様のさまざまなニーズにお
応えすべく、事例やSolidWorksでの運用フローなども交えてご紹介いたします。

【講師】： 株式会社 大塚商会

【A-3】 SolidWorksによる樹脂金型設計支援
多大な労力を必要とする樹脂金型設計において、柔軟なサーフェスモデリングやパラメトリック機能を備えたSolidWorksによる活用方法を提案します。他社から受け
取った製品モデルに対して抜き勾配や収縮率を考慮する際に活躍するサーフェスモデリング、パラメトリック機能を活用した部品配置、突然の設計変更に対応するため
の優れた履歴管理機能など、SolidWorksアドイン樹脂金型設計支援ツール「IMOLD」を絡めて説明いたします。

【講師】：株式会社ナノソフト / 株式会社大塚商会
14：50 ―15：40

15:40
｜
16:20
16:30
｜
17:20
時間
12:50
｜

【A-4】

Break Time

展示見学にご利用ください

必見 あったら便利！SolidWorks Collection KIT

大塚商会は9月(予定)より、SolidWorks Subscriptionのご加入特典として、大塚商会オリジナルAPI集(Collction KIT)のご提供を開始いたします。この
Collection KITは、SolidWorksをお使いいただく際に「あると便利な機能」を大塚商会がセレクトした無償ツールパックです。大塚商会が開発した15のツールと、北
海道立工業試験センター様よりご提供いただいた、SolidWorksコマンド予測プログラムの全16のツールを搭載しています。今回は、具体的な機能等詳細にご紹介い
たします。

【講師】：株式会社 大塚商会 製造プロモーション課 課長 佐々木 淳

【A-5】

顧客満足度No.1セミナー！！～ソリッドワークス社が伝えるマル秘テクニックダイジェスト版～

SolidWorksを有効に活用するためのマニュアルに載っていないテクニックを実演いたします。「お問い合わせ内容から見る有効活用提案」「パフォーマンス向上のため
に」「３Dデータの使い方」「解析における評価結果に関する基礎知識」のマル秘テクニックをご紹介いたします。聞くだけですぐ実務に適用できる内容です。お客様が常
日頃お困りになられている問題点を解決するためのヒントも多数用意されています。過去のマル秘テクニックセミナーを聞き逃していた方は、本セミナーで確認できます。

【講師】：ソリッドワークス・ジャパン株式会社 営業技術部 課長 梶原 昌治様

体験Session
【B-1】 『SolidWorks Standard 』体験セミナー

★導入実績No.1 SolidWorksの優れた操作性をご体験★

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有し、製品開発サイクルの短
縮に貢献しています。今回のセミナーでは抜群の操作性と3Dモデルの作成からアセンブリ、図面作成までを実機にてご体験いただきます。

13:50
14:00
｜
15:00

【講師】：株式会社 大塚商会

【B-2】 『SolidWorks Enterprise PDM 』体験セミナー

★使い方が簡単で導入しやすい製品設計データ管理ツール★

設計データを管理する上で発生する問題は、設計中の最新データがどれだか判らない。ファイルの相関関係を維持できない。目的のファイルを探すのに時間が掛かる。
異なるCADのデータやWord、Excelファイルもどれが対応なのか不明です。このような問題をSolidWorksEnterprisePDMで解決できます。余計な時間の縮小、ミス
の無い正確が管理が実現します。

【講師】：株式会社 大塚商会

【B-3】 『SolidWorks 金型設計 』体験セミナー

★金型設計を効率的に作成・検証し、製造ミスを削減しませんか？ ★

15:10
|

SolidWorksは、全世界累計100万本の販売実績を誇り業界屈指の機能と直感的な操作性により、製品開発サイクルの短縮に貢献しています。本コース前半では、モ
デ

16:40

ド設定、モールドベースまでSolidWorks上で一通りの流れなどを体験いただきます。

ル作成～アセンブリの流れを通し、優れた操作性をご体験いただきます。後半はSolidWorksアドインツール「IMOLD」による樹脂金型設計、キャビ・コア分割からスライ

【講師】：株式会社ナノソフト / 株式会社大塚商会

16:50
｜
17:50

【B-4】 樹脂流動解析ソフト 『SimpoeWorks 』体験セミナー

★低コストで始める樹脂流動解析★

SimpoeWorks(シンポーワークス)は設計エンジニアのための樹脂流動解析ソフトです。SolidWorksで樹脂部品をモデルを作成しながら射出成形シミュレーションが手軽
に行え、樹脂部品の設計段階で成形特性を把握し、反り変形まで行えます。是非この機会にご体験ください。

【講師】：株式会社 大塚商会

SolidWorks
Solution Seminer in 神奈川
FAX専用お申込み書

開催日時

2010年9月1日〔水〕
【10：00～17：50

開催会場

〔受付開始9：45 〕 】

プロミティあつぎ(財）

●会場ご案内図

FAX 0120-48-0348
※Webからのお申込はこちら
http://event.otsuka-shokai.co.jp/10/0901SW/
●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、8月26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

2010年8月26日（木）必着

●セミナーお申し込み（複数選択可）

駐車場はございませんので、ご来場の際には電車・バス等の
公共の交通機関をご利用頂きますようお願いいたします。

※ 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。

□
□
□
□
□

A-1

10：00～11：45

業界屈指の3DCAD SolidWorksを経営の即戦力に！

A-2

13：00～13：50

大塚商会が考える設計情報管理と公開による工数削減への道

A-3

14：00～14：50

SolidWorksによる樹脂金型設計支援

A-4

15：40～16：20

必見 あったら便利！SolidWorks Collection KIT

A-5

16：30～17：20

ソリッドワークス社が伝えるマル秘テクニック ～ダイジェスト版～

□
□
□

B-1

12：50～13：50

『SolidWorks Standard 』 体験セミナー

B-2

14：00～15：00

『SolidWorks Enterprise PDM 』 体験セミナー

B-3

15：10～16：40

『SolidWorks 金型設計 』体験セミナー

□

B-4

16：50～17：50

樹脂流動解析ソフト 『SimpoeWorks 』体験セミナー

個別相談

各種コーナー

□個別相談

3D設計運用相談ｺｰﾅｰ

□個別相談

解析なんでも相談ｺｰﾅｰ

□個別相談

インフラ見直し業務効率化

ご希望の時間帯

ご相談内容

欄内の※は必須項目です。ご記入漏れのないようご注意下さい。
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※

担当営業

社員コード

● SolidWorksSolutionSeminer in 神奈川
に関するお問合せは
株式会社大塚商会 神奈川CAD販売課 須藤・加藤まで
TEL

045-453-7231

E-mail seizouhansoku@otsuka-shokai.co.jp

販売課名 神奈川CAD

氏名

【お申し込みをいただくにあたって】
○お客様の個人情報の取扱いについては同封の｢イベント・セミナー開催におけるプライバシーポリシー｣をご確認頂き、ご提供頂く
個人情報について当社プライバシーポリシーにご同意頂いた上で、お申し込み頂きますようお願い申し上げます。
○頂いた個人情報の利用目的は以下のとおりです
お客様の本イベント参加料金を適宜徴収する（本イベントが有償の場合）。/本イベントへのお客様の参加を登録する。/お客様が登録
された情報を電子メールまたは電話またはFAXで確認する。/本イベントに関する確認・連絡・抽選結果の通知・資料を送付する。
大塚商会と協賛、協力、出展会社は、製品・サービスに関するアンケートをお客様に実施する。/大塚商会と協賛、協力、出展会社の
製品・サービスに関する情報またはマーケティング活動（イベント、コンファレンス、セミナー、改善提案など）に関連する情報（ニュース
レターを含む）を、電子メール、郵送または電話または訪問により、お客様にお知らせする。/大塚商会と協賛、協力、出展会社の
マーケティング活動（イベント、コンファレンス、セミナー、改善提案など）についての満足度調査をお客様に実施する。/大塚商会と
協賛、協力、出展会社において、お客様個人を識別できない形式により、統計情報として利用する。

イベント・セミナー開催におけるプライバシーポリシー
本文書の最終更新日は 2009 年

12 月

1 日です。

株式会社大塚商会（以下「大塚商会」
といいます）
は、
お客様のプライバシー保護に努めております。
このプライバシーに関するポリシー
（以下「本ポリシー」
といいます）
は、
イベント、
コンファレンスまたはセミナー
（以下「イベント」
と
いいます）
の参加登録（受付カードへの記入、名刺の受け渡しを含む。以下同じ）時、資料請求時またはアンケート提出時において、大塚商会が取得するお客様の個人情報の利用目的、管理、運用について規定するものです。
本ポリシーは、
お客様が本イベントの参加登録時またはアンケート提出時に、記入・入力されるお客様の個人情報に適用されるものです。
お客様は、本イベントへの参加登録、資料請求またはアンケート提出をされることで、本ポリシーに明記されるすべての内容に同意されたものとします。

■個人情報の利用目的
大塚商会は、お客様の個人情報を、以下の目的の範囲内で利用します。
・ お客様の本イベント参加料金を適宜徴収する
（本イベントが有償の場合）。
・ 本イベントへのお客様の参加を登録する。
・ お客様が登録された情報を電子メールまたは電話またはFAXで確認する。
・ 本イベントに関する確認・連絡・抽選結果の通知・資料を送付する。
・ 商品、サービスに関するアンケートをお客様に実施する。
・ 商品、サービスに関する情報またはマーケティング活動（イベント、改善提案など）
に関連する情報（ニュースレターを含む）
を、電子メール、郵送または電話または訪問により、
お客様にお知らせする。
・ マーケティング活動（イベント、改善提案など）
についての満足度調査をお客様に実施する。
・ お客様個人を識別できない形式により、統計情報として利用する。
■個人情報の提供
お客様が本イベントへの参加登録またはアンケート提出により本ポリシーに同意された場合、大塚商会は、本イベントの協賛・協力・出展企業に、お客様の個人情報を提供する
場合があります。
■個人情報の取得

■ｃookie の使用

大塚商会が取得するお客様の個人情報は、
お客様ご本人を識別し得るいずれかの情報（例．会社名、
お客様

登録サイトまたは掲載サイトでは、
お客様のニーズに合わせたコンテンツを作成するために、cookie を使用して

の氏名、役職、
ご住所、電話/FAX番号、電子メールアドレス、
お仕事の内容、
ご勤務先に関する情報など）
とな

登録サイトまたは掲載サイトへのアクセスに関する統計的情報を取得しています。cookieは非常に小さなテキ

ります。

ストファイルであり、
コンピュータを識別するのに必要な情報をお客様のコンピュータに保存します。
またcookie

お客様が、本イベントに参加登録される当該参加登録用のウェブサイト
（以下「登録サイト」
といいます）
および

は、
お客様個人を識別するものではありません。
お客様は、
ブラウザの設定を使用して、cookieの使用を許可す

本ポリシーを掲載しているウェブサイト
（以下「掲載サイト」
といいます）
を訪問される場合には、
それに関する匿名

るかしないかを選択できます。
お客様がcookie の使用を許可しない場合には、登録サイトまたは掲載サイトの一

の情報が自動的に取得されます。
この匿名の情報には、
お客様がインターネットのアクセスに利用されたイン

部を利用することが出来なくなります。

ターネット サービス プロバイダの名称およびインターネット プロトコル
（IP）
アドレス、登録サイトまたは掲載サイト
にアクセスした日付と時間、登録サイトまたは掲載サイトのどのページにアクセスされたか、登録サイトまたは掲

■他のウェブサイトへのリンク

載サイトから直接リンクをたどったウェブサイトのインターネット アドレス等が含まれます。
このような匿名の情報

大塚商会は、登録サイトまたは掲載サイトにリンクを設定している他の事業者または個人のウェブサイトの内容、

によって個人が特定されることはありません。
この匿名の情報は、登録サイトまたは掲載サイトの改善、傾向の

あるいは、安全性等について保証するものではなく、
このようなリンクを設定したことにより、当該リンク先の事業

分析、登録サイトまたは掲載サイトの管理に利用され、
これらのプロセスの終了後破棄または消去されます。

者または個人のウェブサイトを推奨することを意図しておりません。当該リンク先へのアクセスにあたっては、
リン
ク先のウェブサイトの内容および利用条件等をよくご確認いただいた上で、閲覧または利用を行ってください。

■個人情報の取り扱い
大塚商会は個人情報の保護方針を遵守してお客様の個人情報を取り扱います。

■本ポリシーの内容変更

■個人情報の取扱の委託と開示

内容が変更されると、http://www.otsuka-shokai.co.jp/policy/event/のトップに表記される最終更新日が

大塚商会は、本ポリシーの内容を一部変更する場合があります。
大塚商会は、
お客様の個人情報にかかわる特定の業務（ウェブサイトの構築・管理、
お客様との連絡、送付物

更新されます。
変更は、
上記サイト上で目立つよう表記するか、
お客様に直接通知する方法によりお知らせします。

の梱包・発送、商品、
サービス情報の送付など）
を別の会社に業務委託することがあります。大塚商会と当該業

お客様には、定期的に本ポリシーをお読みになり、本ポリシーの内容について、常に当該時点での最新情報を

務委託会社は、個人情報の取扱いについて厳正な契約を交わした上で、個人情報の取扱を委託します。但し、

入手されることをお勧めします。

取扱を委託するお客様の個人情報は、当該業務委託に必要となる最小限の個人情報のみとし、
かつ利用範
囲もその範囲に限定されます。

■過去に取得した個人情報

大塚商会は、次のいずれかの場合に、
お客様の個人情報を開示することがあります。

とおりに取り扱います。

大塚商会が2004年以前に取得したお客様の個人情報に関しても、個人情報保護に配慮して、本ポリシーの
（ a ）法令に基づき開示しなければならないとき
（司法機関または警察からの要請に応じる場合を含む）。
（ b ）大塚商会、
お客様、
または他の第三者の安全確保等のため、緊急に行動をとることが必要であるとき。

■個人情報に関するお問い合わせ
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，
追加又は削除，

■個人情報の提供

利用の停止，消去及び第三者への提供の停止を求めることができます。

お客様が本イベントへの参加登録またはアンケート提出により本ポリシーに同意された場合、大塚商会は、本イ

本イベントの主催部署、又は下記お問い合わせ先にお申し出てください。手続きについては、大塚商会の以下

ベントの協賛・協力・出展企業に、
お客様の個人情報を提供する場合があります。提供する個人情報は、氏

のサイトでご確認下さい。

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）
とします。提供

http://www.otsuka-shokai.co.jp/privacy/operation/maillist.html

する個人情報の当該提供企業による利用目的は、当該提供企業の商品・サービスに関する情報またはマーケ

この場合、
お客様の本人確認をさせていただいたうえ、迅速に対応させていただきます。

ティング活動（イベント、改善提案など）
に関連する情報（ニュースレターを含む）
をお客様にお知らせすることで
す。
また、大塚商会と当該提供企業は、個人情報の取扱について厳正な契約を交わした上で、個人情報の提

■お問い合わせ先

供を行います。

本ポリシーに関してご質問がある場合や、本イベントに関するご質問は下記までお問い合わせください。

大塚商会が当該提供企業に対してお客様の個人情報を提供させていただいた場合、
かかる個人情報の提供

大塚商会

がなされた時点以降、第三者提供されたお客様の個人情報は、当該提供企業の管理となります。大塚商会お

お問い合わせ先 :

よび当該提供企業の両者は、両者のそれぞれの個人情報の保護方針を遵守してお客様の個人情報を取り扱

※対応時間

うものとします。
■個人情報のセキュリティ

販売企画部 イベント・セミナー事務局
FAX 03-3514-7881
月〜金曜 9:00〜12:00、13:00〜17:30
（土日祝定休、
ほか不定期に弊社指定休業日があります）

（ご注意）

大塚商会は、
お客様の個人情報のセキュリティを確実に保護し、
お客様の意図に従って個人情報が利用され

上 記 の お 問 い 合 わせ 先 に 関 する情 報を予 告 なく変 更 することが あります 。変 更 する場 合 は 、

るよう、対策に万全を期しています。
データはパスワード保護のかかった、
アクセス制限のあるサーバ上で保管さ

http://www.otsuka-shokai.co.jp/policy/event/にて告知致します。

れます。
また、
データの消失、誤用、無断利用、公表、改変、破壊が起こらないよう、細心の注意を払っています。
■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。

