建設業で役立つ

新規ソリューション紹介フェア
主催：株式会社大塚商会

協賛：オートデスク株式会社

参加費無料／事前予約制

会 期

8月9 日 木

13:00〜17:30（開場：12:45〜）

会 場

株式会社大塚商会 本社ビル 東京都千代田区飯田橋2-18-4

【 会 場 の ご 案 内 】※ご来場の際は、電車、バス、地下鉄などの公共交通機関をご利用ください。
●JR総武線「飯田橋駅」東口

徒歩6分

●JR総武線「水道橋駅」西口

徒歩6分

●地下鉄三田線「水道橋駅」A2出口

●地下鉄東西線/有楽町線/南北線/大江戸線
「飯田橋駅」A2出口

徒歩7分

●地下鉄東西線/半蔵門線/新宿線 「九段下駅」5出口

徒歩7分

●地下鉄半蔵門線/新宿線/三田線 「神保町駅」A2出口

徒歩8分

徒歩8分

お 申し込 み の ご 案 内

お申し込み締め切り

WEB https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/18/0809cad/
●お申し込み 貴社名（団体名）、ご氏名、ご所属部署名、
お役職、
ご住所、電話番号、FAX番号、
メールアドレスおよび
ご希望のコース名を明記のうえ、上記ホームページ、または
別紙
「FAX専用お申し込み用紙」
にてお申し込みください。
※FAXで複数人数お申し込みの際は、恐れ入りますが、
「専用お申し
込み用紙」
をコピーしてお申し込みください。

◆お問い合わせ

株式会社大塚商会

●結果ご通知 抽選の結果につきましては、お申し込みさ
れた方全員に、FAXまたはE-mailにてご通知いたします。当選
された場合は、
お手元に届いたFAX受講証またはE-mail受講
証
（プリントアウト）
がセミナー受講予約証となります。当日会
場へお持ちください。
□抽選結果のご通知

順次お送りします

CADプロモーション部内

TEL：03-3514-7815

8 月 7 日（火）

FAX
●ご来場当日 当日は「セミナー受講予約証」を必ず
ご持参いただき、3階 総合受付にご提示ください。

※混雑が予想されますので、総合受付での受付はお早めにお
済ませください。各セミナーの開場は、開始10分前を予定し
ています。

建設業で役立つ新規ソリューション紹介フェア 事務局

営業時間/ 9：00〜17：30
（土・日・祝日を除く）

E-mail：cad-kensetsu@otsuka-shokai.co.jp

●お申し込み多数のコースにつきましては、抽選とさせていただきます。 ●同業または競合他社様からのお申し込みは、お断りさせていただく場合がございます。 ●時間が重複しているコースのお申し込みはできませんので、時間をご確
認のうえお申し込みください。 ●都合により､セミナー会場が変更となる場合がございます｡ ●当日、会場でのキャンセル待ちは行いませんので、あらかじめご了承ください。
※講演内容､タイトル､講師は予告なく変更する場合がございます｡ ※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。

最新ソリューションミニセミナー
設備業向けソリューション
【新規ユーザー向け】

建築設備専用CAD「Rebro（レブロ）」で
できるBIM対応

A01

13：00〜14：00

定員20名様

設備業向け点群処理ソフト
「InﬁPoints」
の機能のご紹介
A02

14：30〜15：30

定員20名様

３Dレーザースキャナー

BIM対応設計計算ツール

世界最小・簡単・高速レーザースキャナー
「BLK360」
で働き方改革を実現

3D避難アニメーション機能を追加！新たな
避難検証計算ツール「避難検証法」のご紹介

A01
B01

13：00〜13
00〜14：45
00

定員10名様

B02

14：00〜14：45

定員10名様

B03

15：00〜15：45

定員10名様

B04

16：00〜16：45

定員10名様

【既存ユーザー向け】

設備実務者の業務効率や生産性の向上に
貢献する
「Rebro2018」
新機能をご紹介！

A03

16：00〜17：00

C01

13：00〜13：45

定員10名様

C02

15：00〜15：45

定員10名様

モデル建物法と標準入力法両方をサポ
ート！建築物（非住宅）の省エネルギー計
算「SAVE-建築」のご紹介
C03

14：00〜14：45

定員10名様

C04

16：00〜16：45

定員10名様

定員20名様

設備設計者向け最新ツール
空調・換気設計業務が変わる！個別空調計
算ソフト
「SeACD（シークド）」のご紹介
D01

13：00〜13：45

定員10名様

D02

15：00〜15：45

定員10名様

省エネルギー計算が変わる！モデル建物法
対応ソフト
「M-draw
（エムドロー）
」
のご紹介
D03

14：00〜14：45

定員10名様

D04

16：00〜16：45

定員10名様

タブレット活用ソリューション

「i-Reporter」の入力がさらに楽々に！
ハンズフリー入力ご紹介！
A01
E01

定員10名様

「i-Reporter」のさらなる活用をお考え
の方に朗報！既存システムとの連携、収
集データの活用などをご紹介
A01
E02

Autodesk BIMソリューション
「Autodesk Revit 2019」のご紹介と
関連BIMソリューションをご紹介！

13：45〜14
00〜14：30
00

13：30〜16
15
00〜14：15
00

図面レビューソリューション
図面確認や進捗管理を改善！
図面レビューソリューション
「Bluebeam Revu」のご紹介
A01
F01

13：00〜13：45

定員10名様

F02

14：00〜14：45

定員10名様

F03

15：00〜15：45

定員10名様

F04

16：00〜16：45

定員10名様

定員10名様

Autodesk CIMソリューション
i-Construction（CIM）への
オートデスクCIMソリューションの対応

AutoCADソリューション
「AutoCAD 2019」新機能と
「AutoCAD including specialized
toolsets」の概要のご紹介

G01

13：00〜13：45

定員10名様

H01

13：45〜14：30

定員10名様

A01
K01

13：00〜13：45

定員10名様

G02

14：45〜15：30

定員10名様

H02

15：30〜16：15

定員10名様

K02

14：45〜15：30

定員10名様

G03

16：30〜17：15

定員10名様

K03

16：30〜17：15

定員10名様

企画設計BIMソリューション

展 示 のご 案 内

展示時間 13：00〜17：30

事前予約制

デモンストレーションをご希望の方は大塚商会の貴社担当営業へご相談ください。

企画設計BIMにおける
ADSシリーズの活用法！
A01
L01

13：45〜14：30

定員10名様

L02

15：30〜16：15

定員10名様

大規模３D点群高速編集ツール

点群活用CIMコミュニケーションツール

Wing Earth

TREND-COREデモ･VR体験コーナー

統合BIMプラットフォーム

最新版が国内初お披露目！

Fuzor VR体験コーナー

Twinmotion 2019

Revit上で日影、斜線、逆日影計算、天空率

最新版！

ADS-BT for Revit

Autodesk Revit 2019のご紹介

最新版！

Autodesk Civil 3D、InfraWorks 2019のご紹介

VR体験コーナー

最新版！

AutoCAD 2019、including
specialized toolsetsのご紹介

タブレット活用で働き方改革！

設計者向け熱流体解析ソフト

i-Reporter

FlowDesigner

