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集合教育講座は、弊社保守サービスを継続的にご利⽤されている
会社様が受講の前提条件となります。

集合教育講座では、お客様1名につき1台のワークステーションをご⽤意し
実際に操作をしていただけますので、受講内容を確実に
習得することができます。
開催⽇程が決まっていないコースは、2名様以上で臨時開催いたしますので、
別途お問い合わせください。

■最新情報はWebをご確認ください。
URL︓http://www.dipro.co.jp/edu/

１．集合教育講座

①受講資格
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【NX、Teamcenter】

②2022年度上期 集合教育講座全体スケジュール

オンライン
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②2022年度上期 集合教育講座全体スケジュール

【Solid Edge】

※ 定期開催はございません。
※ [ S-4 応⽤ 個別 ]コースは、機能やオプションに特化したコース設定で、ご要望に応じて実施いたします。

【DIPRO VridgeR】

【COLMINA デジタル⽣産準備 VPS】

※定期開催はございません
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③集合教育講座ご利⽤の流れ

(1)お申込み (2)受付 (3)受講票送付 (4)受講 (5)お⽀払い

「②2022年度上期 集合教育講座全体スケジュール」よりご希望のコースを
ご確認のうえ、ホームページよりお申込みください。

URL︓http://www.dipro.co.jp/
※Eメールでのお申込みは、7ページの申込み⽤紙をお使いください。

 お申し込みの締切は、弊社セミナールームで開催する講座は開催の5営業⽇前、
オンライン講座は開催の8営業⽇前です。
（締切⽇が祝⽇の場合は、締切を1⽇前倒しします。）

満席、開催⼈数に満たない場合はお断りする場合がございます。
・定員︓４名様
※ソーシャルディスタンスを確保するため、定員を減員し座席の間隔を開ける措置を講じております。

前提知識をご確認のうえ、お申込みください。
複数の講座を受講される場合は、講座詳細の受講フローより受講順序をご確認
ください。

 COLMINA デジタル⽣産準備 VPS講座は、富⼠通サイトからのお申込みのみとなります。
ご注意ください。

(１)お申込み

(２)受付

弊社にてお申込み内容を確認し、受付状況をご連絡いたします。
 満席の場合は、別の⽇程をご案内いたします。
 開催⼈数に満たない場合、「仮予約」としてご案内いたします。

講座開催10⽇前には、正式に開催/中⽌を確定し、ご連絡いたします。
お申込み後、3営業⽇以上たっても受付の連絡が届かない場合は、次ページの
問合せ窓⼝までご連絡ください。

講座開催の1週間程前に受講票をE-Mailでお送りいたします。
受講票が到着しましたら、内容に誤りが無いか、念のためご確認ください。

(３)受講票の送付

サポートマイページにログインしてお申し込みいただいた⽅は、マイページより受講票を
ご確認いただけます。（E-Mailでの送付はございません）
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(５)お⽀払い

ご受講後、請求書を発送いたします。
到着後、指定の銀⾏にお振込みください。
請求書の先⾏発⾏をご希望の場合は、弊社ビジネス本部までご連絡ください。
【デジタルプロセス株式会社 ビジネス本部】

TEL︓046-225-3924

問い合わせ窓⼝
デジタルプロセス株式会社 デジタルイノベーション本部
神奈川県厚⽊市中町2-9-6  厚⽊会⽥ビル
TEL︓046-225-3948
E-mail︓education@dipro.co.jp

受講票に記載された時間までに会場にお越しください。
オンライン講座受講の場合は、指定の時間までに接続をお願いいたします。
講座は定刻に開始いたします。
やむを得ず、⽋席や開始時間に遅れる場合は、必ず講座開始前に下記の
問合せ窓⼝までご連絡ください。

(４)受講

⽇程変更について
⽇程の変更を希望される場合、開催⽇の10⽇前までに下記の問合せ窓⼝までご連絡
ください。
⽇程の変更は、１講座につき１回に限らせていただきます。
２回⽬以降の変更はキャンセル扱いとなります。

キャンセルについて
受講予定の⽅のご予定に不都合が発⽣した場合は、代理受講が可能です。
お申込みの講座を受講いただけなくなった場合、キャンセル料が発⽣します。

キャンセルポリシー
開始⽇の10⽇前から前々⽇まで 参加料の30％
開始⽇の前⽇、当⽇ 参加料全額

③集合教育講座ご利⽤の流れ
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■ NX、Teamcenter コース⼀覧

④集合教育講座詳細



図⾯作成を
される⽅

樹脂部品の設計を
される⽅

樹脂⾦型の設計を
される⽅

3次元注記を
扱う⽅

ハーネス作成を
される⽅

NXデータの品質を
チェックされる⽅

モデリングを
中⼼とされる⽅

アセンブリコース
（2⽇間）

基礎モデリングコース
（3⽇間）

応⽤モデリングコース
（3⽇間）

製図コース
（2⽇間）

PMIコース
（0.5⽇間）

Routing（電気）コース
（1⽇間）

基礎モデリングコース
（3⽇間）

樹脂部品モデリングコース
（2⽇間）

NX チェックメイトコース
（1⽇間）
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5軸加⼯を
される⽅

旋盤加⼯を
される⽅

フィーチャを
利⽤した加⼯を

される⽅

ワイヤ放電加⼯を
される⽅

ポストプロセッサの
カスタマイズを

される⽅

NCシミュレーションを
される⽅

CAM基礎

基礎モデリングコース
（3⽇間）

CAM基礎コース
（3⽇間）

CAM応⽤
(5軸加⼯)コース

（1⽇間）

CAM応⽤
(旋盤加⼯)コース

（2⽇間）

フィーチャベースド
マシニングコース
（1⽇間）

ワイヤEDM加⼯コース
（0.5⽇間）

IS&Vコース
（1⽇間）

PostBuilderコース
（1⽇間）

■ NX、Teamcenter 受講フロー
教育コースには前提知識がございます。受講フローを参考に、お申込みください。
前提となるコースを受講されていない場合、受付時に確認をさせていただく場合があります。

【ＣＡＤ】

【ＣＡＭ】

④集合教育講座詳細



振動解析を
される⽅

熱流体解析を
される⽅

構造解析を
される⽅

機構解析を
される⽅

基礎モデリングコース
（3⽇間）

アセンブリコース
（2⽇間）

Simcenter
Motion I コース

（1⽇間）

Simcenter
Motion Ⅱコース

（1⽇間）

※Simcenter Motion（ダイナミクス解析）は、
NSXA510ライセンスでは稼働しません。
ご受講の際は貴社ライセンスをご確認ください。

基礎モデリングコース
（3⽇間）

Simcenter
Structuresコース

（3⽇間）

Simcenter Response
Dynamicsコース

（1⽇間）

Simcenter
Thermal/Flowコース

（1⽇間）

TCを
管理される⽅

TC上で
CADデータを
利⽤する⽅

+
⽇産様と

データ授受を
⾏う⽅

基礎モデリングコース
（3⽇間）

アセンブリコース
（2⽇間）

Teamcenter
設計者(NSTK)コース

（2⽇間）

Teamcenter
管理者(NSTK)コース

（2⽇間）

ＶＢで
カスタマイズ開発

をされる⽅

基礎モデリングコース
（3⽇間）

NX ジャーナルコース
（1⽇間）

NX Open開発コース
（2⽇間）

C・C++で
カスタマイズ開発を

される⽅
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【ＰＤＭ】

④集合教育講座詳細

【開発】

※NX開発ライセンスは
不要です

※NX開発ライセンスが
必要になります

【ＣＡＥ】

※Simcenter Motion（ダイナミクス解析）は、
NSXA510ライセンスでは稼働しません。
ご受講の際は貴社ライセンスをご確認ください。



NXを初めて使⽤する⽅のためのコースです。 NXのモデリングの基本操作を習得され、更にレベルアップをしたい⽅のための
本コースでは、モデリング概念（モデリングの本質的な考え⽅）と、 コースです。
操作⽬的（なぜこの操作をするのか）を重点的に解説します。

実務で発⽣する事例を題材に、業務に即適⽤可能な⼿法を習得できます。
NXを使⽤して、簡単なソリッドモデル・シートモデルを作成することができます。 形状変更しやすいモデリングのノウハウ（パラメトリックモデリング）やデータ変換、
また、ソリッドCADを使⽤したモデリングの基本的な概念と操作⽬的を習得する 不良データの修正⽅法など、業務で必要不可⽋な事例を豊富に習得できます。
ことができ、⾃社製品のモデリングに置き換えて考えられる応⽤⼒が付きます。

NX基礎モデリングコースを受講された⽅、もしくは同等の知識を有している⽅。
特に経験等は必要といたしません。 （⼀部、アセンブリの機能を使⽤します。）

 1． NXの基本操作  1． モデリングテクニック
 2． スケッチ  2． 曲線ツール
 3． モデリングの基本  3． WAVEジオメトリリンカ
 4． 部品の加⼯  4． ブレンドテクニック
 5． 部品の編集  5． ドラフトテクニック
 6． レイヤ管理  6． データ変換
 7． ジオメトリ評価  7． データ検証とモデル修正
 8． シートの作成  8． シンクロナスモデリング
 9． シートの編集  9． 実践課題
10． 実践課題

前提
　前提

内容　内容

　概要 概要

受講後の技術習得イメージ
　受講後の技術習得イメージ

⽇数/時間 　3⽇間　9:30〜18:00 ⽇数/時間 　3⽇間　9:30〜18:00
受講料（税抜き） \100,000/名 受講料（税抜き） \112,500/名

NX 基礎モデリングコース NX 応⽤モデリングコース
コース番号 N-1 コース番号 N-2

NXの基礎操作を習得し、アセンブリ部品の作成やレイアウト検討を⾏いたい⽅の NXで図⾯を作成したい⽅のためのコースです。
ためのコースです。 機械製図を基本とした図⽰法で紹介するため、⾃社の製品図に対応させやすい

内容になっています。

基本的なアセンブリの操作や作成⽅法から、アセンブリを使⽤した⼲渉チェック・
レイアウト検討を実践的に習得できます。 図⾯作成の基本操作や実務相当の図⾯を題材とした業務で使⽤する
また、⼤規模アセンブリを扱う際のデータを軽く扱うテクニックも習得できます。 表現テクニックを習得できます。

また、⼨法や注記の細かな設定⽅法も習得できます。

NX基礎モデリングコースを受講された⽅、もしくは同等の知識を有している⽅。 前提
NX基礎モデリングコース、NXアセンブリコースを受講された⽅、もしくは同等の
知識を有している⽅。

 1． アセンブリの基本操作
 2． アセンブリの作成 内容
 3． ⼲渉・クリアランスチェック  1． NX製図の基本概要
 4． レイアウト検討  2． 図⾯の作成
 5.   位置情報の定義  3． ビューの作成
 6.   ⼤規模アセンブリ  4． ⼨法・注釈の作成
 7.   実践課題  5． ビューの編集

 6． ⼨法・注釈の編集
 7． アセンブリ図⾯
 8． データ変換
 9． 実践課題

NX アセンブリコース NX 製図コース
コース番号 N-3 コース番号 N-4
⽇数/時間 　2⽇間　9:30〜18:00 ⽇数/時間 　2⽇間　9:30〜18:00

　前提

　内容

　概要 概要

　受講後の技術習得イメージ
受講後の技術習得イメージ

受講料（税抜き） \75,000/名 受講料（税抜き） \75,000/名
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【ＣＡＤ】
■ NX、Teamcenter コース概要

④集合教育講座詳細



概要
意匠⾯を使⽤する樹脂部品モデリングに必要な技術を詰め込んだ実践型の 作成されたNXデータの品質をチェック・保証する機能であるチェックメイトを
モデリングコースです。 活⽤される⽅のためのコースです。

※本講義内容で扱うチェックメイトテストの実⾏には「Check Mate」、テストの
作成には「Check Mate Author」のライセンスがそれぞれ必要になります。

⾯の切り貼りを多⽤し、造形⾯のオフセット形状やパーティングの切替え部など、
樹脂部品を作成するために必要なモデリング技術を習得できます。 受講後の技術習得イメージ

標準提供されているチェッカーの活⽤⽅法や複数のチェッカーの集合体である
　前提 プロファイルの活⽤⽅法などチェックメイトの基本的な利⽤技術を習得します。

NX基礎モデリングコースを受講された⽅、もしくは同等の知識を有している⽅。 また、ナレッジフュージョンを使⽤してオリジナルのチェッカーを作成する⽅法も
習得できます。

　内容
 1． 樹脂モデリング概要 前提
 2． 事前準備 NX基礎モデリングコースを受講された⽅、もしくは同等の知識を有している⽅。
 3． モデル作成
 4． MUD_GUARDの作成 内容
 5． 詳細形状作成  1． チェックメイトの概要
 6． アンダーカットチェック  2． テスト実施の基本操作

 3． テストのカスタマイズ
 4． ナレッジフュージョンを使⽤したカスタマイズ
 5． 総合演習

NX チェックメイトコース
コース番号 N-31コース番号 N-8

⽇数/時間 2⽇間　9:30〜18:00

NX　樹脂部品モデリング　-実践型特別教育-コース

⽇数/時間 　1⽇間　9:30〜18:00
受講料（税抜き）

　受講後の技術習得イメージ

受講料（税抜き） \120,000/名

　概要

\40,000/名

NXを使⽤して3次元注記を扱われる⽅のためのコースです。 NXを使⽤して、ハーネス設計をされる⽅のためのコースです。
図⾯相当の情報を付加するための機能に特化した内容のため、短期間で
操作を習得できます。

設計者の⽴場から、配策で必要な⼿法を的確に抽出し、設計変更に柔軟に
対応できる配策について重点的に習得できます。

3次元モデルの製品・製造情報を表す⼨法や3次元注記を付加する⼿法を また、ワイヤの出⼊り⼝の作成⽅法、配置したハーネスの直線化、製造図の
習得します。 作成⽅法も習得できます。
単品部品からアセンブリ製品まで、様々なケースの3次元注記を作成する⼿法が
習得できます。

NX基礎モデリングコース、NXアセンブリコースを受講された⽅、もしくは同等の
知識を有している⽅。

NX基礎モデリングコース、NXアセンブリコースを受講された⽅、もしくは同等の知識を
有している⽅。

 1． ルーティング概要
 2． ハーネス経路の作成

 1． PMI概要  3． ワイヤの割当て
 2． PMIの作成  4． ⼲渉チェック〜製造図作成
 3． ⼨法・注釈の作成  5． 総合演習
 4． ⼨法・注釈の編集
 5． ビュー操作
 6.　アセンブリのPMI操作
 7． 実践課題

NX PMIコース NX Routing（電気）コース
コース番号 N-5 コース番号 N-6
⽇数/時間 　0.5⽇間　13:00〜18:00 ⽇数/時間 　1⽇間　9:30〜18:00
受講料（税抜き） \22,500/名 受講料（税抜き） \37,500/名

　概要 概要

　受講後の技術習得イメージ

　前提

　内容

受講後の技術習得イメージ

前提

内容
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④集合教育講座詳細



NX CAMを初めて使⽤される⽅のためのコースです。 NX CAMを使⽤して、多軸加⼯のCLを作成される⽅のためのコースです。

受講後の技術習得イメージ
NX CAMによるCL作成からNC出⼒までの基本操作が習得できます。 多軸加⼯CL作成に必要な基本操作ができます。さまざまな加⼯形状に対応できる
平⾯加⼯、等⾼線加⼯、曲⾯加⼯、⽳あけ加⼯CL作成の操作⽅法が習得 ドライブ⽅法の設定⽅法を習得できます。割出4/5軸、同時4/5軸加⼯における
できます。⼯具・素材ライブラリや加⼯情報テンプレートを使⽤した加⼯環境の ⼯具軸制御の設定⽅法を習得できます。
設定ができます。

前提
　前提 NX基礎モデリングコース、NX CAM基礎コースを受講された⽅、もしくは同等の

NX基礎モデリングコースを受講された⽅、もしくは同等の知識を有している⽅。 知識を有している⽅。

　内容 内容
　1． 製造アプリケーションの概要  1． 固定5軸加⼯
　2． オペレーションナビゲータ  2． 同時5軸加⼯－概要
　3． 形状（ソリッドボディ・フェイス）  3． 同時5軸加⼯－ドライブ⽅法
　4． 形状（境界）  4． 同時5軸加⼯－ツール軸
　5.　⼯具  5． その他の４軸、５軸加⼯
　6． オペレーション  6． 5軸加⼯総合演習
　7． ポストプロセッサ
　8． 曲⾯加⼯
　9． 曲⾯加⼯の補⾜

  　10． 平⾯加⼯
  　11． NX環境設定

　概要 概要

　受講後の技術習得イメージ

NX CAM基礎コース NX CAM応⽤コース -5軸加⼯オペレーション-
コース番号 N-9 コース番号 N-10
⽇数/時間 3⽇間　9:30〜18:00 ⽇数/時間 　1⽇間　9:30〜18:00
受講料（税抜き） \120,000/名 受講料（税抜き） \80,000/名

13

【ＣＡＭ】

④集合教育講座詳細

概要
NX CAMを使⽤して、旋盤加⼯のCLを作成される⽅のためのコースです。 NX⽤ポストプロセッサの作成・カスタマイズを⾏うPostBuilderの使⽤⽅法を

習得される⽅のためのコースです。
　受講後の技術習得イメージ ※講座内で扱うポストプロセッサは

旋盤加⼯CL作成に必要な基本操作ができます。 「Fanuc製CNC・ミーリング（３軸）⽤ポストプロセッサ」のみとなります。
外側形状、内側形状、溝、中⼼線⽳あけ、ねじ切り加⼯CL作成の操作⽅法が 　　
習得できます。 受講後の技術習得イメージ
複合旋盤⽤加⼯CL作成の操作⽅法が習得できます。 お客様所有の機械仕様に合わせたフォーマットでNC出⼒ができます。

加⼯内容にしたがったNCのヘッダ/フッタ出⼒ができます。
　前提 Fanuc製CNC⽤３軸ポストプロセッサの作成・カスタマイズを⾏うことができます。

NX基礎モデリングコース、NX CAM基礎コースを受講された⽅、もしくは同等の
知識を有している⽅。 前提

NX基礎モデリングコース、NX CAM基礎コースを受講された⽅、もしくは同等の
　内容 知識を有している⽅。

 1． 旋盤断⾯ 11． 溝加⼯オペレーション VisualBasic等のプログラミング経験者の⽅。
 2． ツールの作成と取り出し 12． ティーチモード
 3． ジオメトリの作成 13． ねじ切り加⼯オペレーション 内容
 4． フェーシングオペレーション 14． 複数のスピンドルを使⽤  1． 概要
 5． ツールパスの確認 15． 複合旋盤  2． ポストプロセッサの定義
 6． 共通のオプション機能 16． ⽴てタレット旋盤  3． ブロック
 7． 中⼼線⽳あけオペレーション 17． 総合演習  4． 操作
 8． 外側形状の荒加⼯オペレーション  5． カスタムコマンド
 9． 内側形状の荒加⼯オペレーション  6． UDE（ユーザ定義イベント）
10． 仕上げ加⼯オペレーション  7． デバッグ

 8． 各種設定⽅法
 9． 演習

NX CAM応⽤コース -旋盤加⼯オペレーション- NX PostBuilderコース

　概要

⽇数/時間 2⽇間　9:30〜18:00 ⽇数/時間 　1⽇間　9:30〜18:00
受講料（税抜き） \120,000/名 受講料（税抜き） \40,000/名

コース番号 N-11 コース番号 N-12



NX CAMによるNCプログラムの確認および⼯作機械シミュレーション機能を
使⽤される⽅のためのコースです。

⼯作機械シミュレーションの基本操作ができます。
⼀般的な構成の⼯作機械の仕様に合わせた機械構造モデルの作成⽅法が習得
できます。
⼲渉チェックなどオプション機能の操作⽅法が習得できます。

　前提
NX基礎モデリングコース、NX CAM基礎コース、NX PostBuilderコースを
受講された⽅、もしくは同等の知識を有している⽅。

　内容
 1． IS&V概要
 2． IS&V環境説明
 3． IS&Vの使⽤
 4． ⼯作機械シミュレーション
 5． IS&Vフロー
 6． キネマティックス情報
 7． IS&V設定

受講料（税抜き） 別途お問い合わせください

　概要

　受講後の技術習得イメージ

NX IS＆Vコース
コース番号 N-15
⽇数/時間 1⽇間　9:30〜18:00

パス設定・⼯具選択の⾃動化によりオペレーション作成⼯数の削減に寄与する NX CAMを使⽤して、ワイヤ放電加⼯（２軸・４軸）のCLを作成される⽅の
フィーチャベースドマシニング機能を使⽤される⽅のためのコースです。 ためのコースです。

フィーチャ情報の認識による、⽳あけ・平⾯加⼯オペレーション⾃動作成の ワイヤ放電加⼯CL作成に必要な基本操作ができます。
操作⽅法が習得できます。 さまざまな加⼯形状に対応できるワイヤ放電加⼯⽤ジオメトリの設定⽅法が習得
加⼯環境に合わせてオペレーション作成ルールをカスタマイズするMKE(マシニング できます。
ナレッジエディタ）の使⽤⽅法が習得できます。 ワイヤ放電加⼯CLパラメータの設定⽅法が習得できます。

NX基礎モデリングコース、NX CAM基礎コースを受講された⽅、もしくは同等の NX基礎モデリングコース、NX CAM基礎コースを受講された⽅、もしくは同等の
知識を有している⽅。 知識を有している⽅。

　内容
 1． 概要  1． オペレーションの作成概要
 2． 機能紹介 2． オペレーションを作成
 3． 加⼯ナレッジライブラリのカスタマイズ  3． ジオメトリの作成
 4． フィーチャティーチ  4． 切削タイプ
 5． ティーチングオペレーションセット  5． WEDMジオメトリダイアログ
 6． MKEの起動と操作  6． 加⼯パラメータ
 7． MKEによる加⼯ルールの編集
 8． 演習

NX フィーチャベースドマシニングコース NX ワイヤEDM加⼯コース
コース番号 N-13 コース番号 N-14
⽇数/時間 1⽇間　9:30〜18:00 ⽇数/時間 　0.5⽇間　13:00〜18:00
受講料（税抜き） \80,000/名 受講料（税抜き） \30,000/名

概要

　受講後の技術習得イメージ 受講後の技術習得イメージ

　前提 前提

　概要

内容
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Simcenter Structuresを使⽤して、構造解析業務をされる⽅のための  Simcenter Motion を使⽤して、機構解析（キネマティクス）
コースです。 をされる⽅のためのコースです。

Simcenterを使⽤してソリッドまたはサーフェスデータから解析モデルを作成して、 機構解析（キネマティクス解析）における基本的な考え⽅やモデル化の⼿法を
内部ソルバーで強度剛性解析等を⾏うことができるようになります。 理解し、Simcenter Motionを使⽤してSimcenter 上で機構解析業務が
また、Stress&Vibration WizardやDesign Simulationでは解析することが できるようになります。
困難な構造物を解析することができるようになります。

　前提
NX基礎モデリングコースを受講された⽅。もしくは同等の知識を有している⽅。 NX基礎モデリングコース、NXアセンブリコースを受講された⽅、もしくは同等の
また、FEM解析および材料⼒学等の基礎的な⼯学知識を有していることが 知識を有している⽅。
望ましい。

　内容  1． 機構解析概論
 1． Simcenter Structures概要説明  2． スタートアップ
 2． ジオメトリの理想化、シンクロナスモデリング  3． リンクとジョイント
 3.   メッシュトポロジの編集  4． モデルの準備
 4.   材料の定義  5． 解析の実⾏と結果の評価
 5.   メッシュの作成と設定 10.  部品間の接続  6． キネマティクス解析演習
 6.   モデルチェック 11.  1Dメッシュ
 7.   荷重と拘束 12．マニュアルメッシュの作成
 8.   解析の実⾏と結果の評価 13.  接触解析
 9.   複数部品での解析 14.  総合演習

　受講後の技術習得イメージ 受講後の技術習得イメージ

前提

内容

Simcenter Structuresコース Simcenter Motion  I　コース
コース番号 N-16 コース番号 N-18

概要

⽇数/時間 3⽇間　9:30〜18:00 ⽇数/時間 　1⽇間　9:30〜18:00
受講料（税抜き） \84,000/名 受講料（税抜き） \28,000/名

　概要
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概要
Simcenter Motion を使⽤して、機構解析（ダイナミクス） Simcenter Thermal/Flowを使⽤して、熱流体解析業務をされる⽅の
をされる⽅のためのコースです。 ためのコースです。

機構解析（ダイナミクス解析）における基本的な考え⽅やモデル化の⼿法を理解し、 Simcenter上で、輻射・対流を考慮した構造体の伝熱現象や複雑な流体現象を
Simcenter Motionを使⽤してSimcenter上で機構解析業務ができるように 解析できるようになります。また、伝熱現象と流体現象を連成させた解析が
なります。 できるようになります。

　前提
Simcenter Motion  I　コース(キネマティクス)を受講された⽅で、 NX基礎モデリングコースを受講された⽅で、なおかつSimcenter Structures
NX基礎モデリングコースおよびNXアセンブリコースを受講された⽅、 コースを受講された⽅、もしくは同等の知識を有している⽅。
もしくは同等の知識を有している⽅。 また、基礎的な材料⼒学や熱⼒学、流体⼒学等の⼯学知識があることが望ましい。

内容
 1． 機構解析概論  1． 流体領域メッシュの作成
 2． スタートアップ  2． フロー境界条件の作成
 3． コネクタと荷重  3． 対流条件の作成
 4． ダイナミクス解析演習  4． 熱荷重および熱拘束の作成

 5． 熱カップリングおよび放射の作成
 6． Flow Simulationの演習

※本講座を受講の際には  7． Thermal Simulationの演習
　Simcenter Motion  I　コース(キネマティクス)の操作は必須です。  8． Coupled Simulationの演習

※Simcenter Motion（ダイナミクス解析）はNSXA510ライセンスでは ※Simcenter Thermal/Flowが稼働可能なライセンスかどうか、
　稼働しません。ご受講の際は貴社ライセンスをご確認ください。   ご受講の際は貴社ライセンスをご確認ください。

　内容

受講料（税抜き） \28,000/名 受講料（税抜き） \45,000/名

　概要

前提

　受講後の技術習得イメージ 受講後の技術習得イメージ

コース番号 N-20
⽇数/時間 1⽇間　9:30〜18:00 ⽇数/時間 　1⽇間　9:30〜18:00
コース番号 N-19

Simcenter Motion Ⅱ　コース Simcenter Thermal/Flowコース



　概要
Simcenter Response Dynamicsを使⽤して、固有値・応答解析をされる⽅の
ためのコースです。

Simcenterを⽤いた固有値解析と、その結果を⽤いた周波数応答解析・過渡応答
解析をするための⼿順、結果処理などの操作が習得できます。

NX基礎モデリングコースを受講された⽅で、なおかつSimcenter Structuresコース
を受講された⽅、もしくは同等の知識を有している⽅。

　内容
 1． 振動解析概要
 2． 固有値解析
       材料特性、物理特性、境界条件の設定、解析⼿法
　　   および結果評価
 3． 周波数応答解析
       解析⼿法、加振関数、周波数イベント、応答関数の
       計算と評価、及び 動的変位、動的応⼒の計算と評価
 4． 過渡応答解析
       加振関数、過渡イベント、応答関数の計算と評価、
       動的変位、動的応⼒の計算と評価
 5． 関数について
 6． 演習

Simcenter Response Dynamicsコース
コース番号 N-22

　受講後の技術習得イメージ

　前提

⽇数/時間 1⽇間　9:30〜18:00
受講料（税抜き） \35,000/名
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　概要 概要
NSTK環境のTeamcenterで、NXデータを扱う設計者の⽅にPDM操作の TeamcenterでNXデータを管理する上で必要な基本技術を習得できる
基本を学んでいただくコースです。 コースです。　

※NSTK環境に対応

TeamcenterおよびTeamcenter版NX環境の概要理解と基本操作 受講後の技術習得イメージ
および、⽇産様ルールに即したNX-CADデータ授受の基礎知識を習得できます。 Teamcenter システム管理・運⽤の基本知識を習得できます。
（⽇産様データ流通システムTCP2操作は含みません。） ユーザ、グループ、ボリュームの設定ができるようになります。

ユーザに不要なメニューを⼀部消すことができるようになります。
リビジョンルールを新たに設定できるようになります。

NX基礎モデリングコース、NXアセンブリコースを受講された⽅。もしくは同等の システム運⽤やデータ流通の運⽤⽅法を検討する際の基本知識を習得できます。
知識を有している⽅。

前提
Teamcenter設計者（NSTK）コースを受講された⽅。もしくは同等の知識を

 1． Teamcenter概要 有している⽅。
 2． My Teamcenter基本操作
 3． Teamcenter版NX基本操作 内容
 4． チェックアウト/チェックイン  1.　Teamcenterの環境と構成
 5． Structure Manager基本操作  2.　Preference（プリファレンス）
 6． リビジョンルール  3.　Organization（組織）
 7． ベースライン  4.　ボリュームの設定と管理
 8． NXデータのインポート/エクスポート  5.　リビジョンルールの管理
 9． ビューア機能  6.　コマンドサプレッション
10． データの削除  7.　ユーティリティコマンド
11． データ流通 - アイテム属性  8.　システム運⽤
12． データ流通 - Briefcase  9.　データ流通の運⽤について
13． データ流通 - データの差替え 10.　演習問題
14． 総合演習  付録.　システム要件

　受講後の技術習得イメージ

　前提

　内容

⽇数/時間 2⽇間　9:30〜18:00 ⽇数/時間 　2⽇間　9:30〜17:30
受講料（税抜き） \75,000/名 受講料（税抜き） \120,000/名

　Teamcenter設計者（NSTK）コース Teamcenter管理者（NSTK）コース
コース番号 N-28 コース番号 N-29

【ＰＤＭ】



　概要 概要
NXでカスタマイズ開発をされる⽅向けに、NX Open APIの位置付け、 ジャーナルを使⽤してNX操作の効率化を考えている⽅向けのコースです。
C⾔語およびC++によるプログラミングの⼿法、ビルド・実⾏⽅法を演習を中⼼に ※Visual Basicによる解説となります。
学んでいただくコースです。 ※Microsoft Visual StudioやNXの開発ライセンスは必要ありません。
※本コースで扱う内容にはNXの開発ライセンスが必要です。

受講後の技術習得イメージ
ジャーナル機能を使⽤したNXのカスタマイズ⼿法（プログラミング・実⾏・起動）や

プログラミング・ビルド・実⾏・デバッグ(プログラムの誤りを取り除くこと）、 リファレンスガイドを使⽤したAPIの調査⽅法が習得できます。
NX Open によるカスタマイズの流れを理解する事ができます。

前提
NX基礎モデリングコースを受講された⽅、及びVisual　Basicプログラミング経験が

NX基礎モデリングコースを受講された⽅、およびCおよびC++プログラミング ある⽅。または、これらと同等の知識を有する⽅。
経験者の⽅。 ※プログラミング経験不⾜から教育の進⾏に影響が出る場合は、フォローできないこと
同等の知識を有している⽅。 　　がございますので、その際はご了承ください。

内容
 1． NX Open概要 10.  起動メニュー  1． 概要
 2． プログラミング 11.　UTD  2． ジャーナルの基礎（記録・再⽣・編集）
 3． ⽂法説明 12.　演習問題  3． ジャーナルの応⽤（⼊出⼒処理の新規作成）
 4． ユーザインタフェース 13.　応⽤問題  4． リファレンスガイドの使い⽅
 5． 実践演習  5． ジャーナルの実⾏⽅法
 6． ブロックスタイラ  6． 総合演習
 7． UIスタイラ
 8． デバッグと署名
 9． ジャーナル

　NX Open開発コース NX ジャーナルコース
コース番号 N-40 コース番号 N-41

　前提

　内容

⽇数/時間 2⽇間　9:30〜18:00
受講料（税抜き） \80,000/名 受講料（税抜き） \50,000/名

　受講後の技術習得イメージ

⽇数/時間 1⽇間　9:30〜18:00

【開発】
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■ Solid Edge コース概要

　

　概要
Solid Edgeを利⽤して3次元設計業務をおこなう⽅のコースです。 Solid Edgeのシンクロナス機能（ノンヒストリ機能）を利⽤して3次元設計業務を

おこなう⽅のコースです。
　受講後の技術習得イメージ

Solid Edgeの基本機能であるパーツ（部品）、アセンブリ（組⽴）、 　受講後の技術習得イメージ
ドラフト（図⾯）の操作⽅法が⼀通り習得できます。 Solid Edgeのシンクロナス機能を利⽤したパーツ作成やパーツ編集の操作が

⼀通り習得できます。　
　前提

特に経験等は必要といたしません。 　前提
Solid Edge基礎コースを受講された⽅、またはSolid Edgeの基本的操作が

　内容 出来る⽅。
 1． Solid Edgeの概要
       Solid Edgeの環境や表⽰操作、初期設定 　内容
 2． パーツ作成機能  1． Solid Edgeの概要
       基本コマンドの使い⽅、履歴操作、フィーチャの考え⽅        シンクロナスモードの概要や表⽰操作
 3． アセンブリ作成機能  2． パーツ作成機能
       部品組み⽴て、断⾯ビュー、⼲渉チェック、分解表⽰        シンクロナス機能でのパーツの作成
 4． ドラフト作成機能・分解図  3． パーツ編集機能
       3次元データからの投影図作成、⼨法・注記の配置 　　　 変換データの編集

 4． 2D->3D機能
　　　図⾯からのモデル作成

　概要

⽇数/時間 　2⽇間　10:00〜17:00 ⽇数/時間 　半⽇　13:30〜17:00
受講料（税抜き） \80,000/名　 受講料（税抜き） \20,000/名

基礎コース シンクロナスモデリングコース
コース番号 S-1 コース番号 S-2

※1 定期開催はございません。
※2 備考欄に希望される内容をご記⼊ください。担当者から折り返しご連絡させていただきます。
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④集合教育講座詳細

　概要
⾃由曲⾯をもった製品のモデリング⽅法を習得します。 機能やオプションに特化したコース設定で、ご要望に応じて実施いたします。

　受講後の技術習得イメージ 　受講後の技術習得イメージ
Solid Edgeのサーフェス機能を利⽤して基本的な曲⾯モデルを作成できます。 下記の項⽬のような応⽤モデリングスキルや関連アプリケーションの操作⽅法が
　 習得できます。

　前提 その他お客様のご希望に応じて内容を設定いたします。
Solid Edge基礎コースを受講された⽅、またはSolid Edgeの基本的操作が ご希望の内容をお気軽にご相談ください。
出来る⽅。

　前提
　内容 内容に応じて設定させていただきます。

1.　サーフェスモデリングの概要
2.　3次元曲線の作成機能･･･投影曲線、交差曲線等 　コース例
3.　サーフェスの作成機能･･･BlueSurf、スイープ、境界  (A)フィーチャモデリング基礎概念(0.5⽇　20,000円/1名）
4.　サーフェスの編集機能･･･延⻑、トリム、オフセットなど 設計変更に対応するモデリングの考え⽅やフィーチャベース

モデリングでの基本的なモデリングルールについて習得します。

 (B)CAE基礎　(0.5⽇　20,000円/1名）
「Solid Edge Simulation」を使った解析機能の基礎操作を習得します。
 

 (C)配管・ハーネス(0.5⽇　20,000円/1名）
Solid Edgeのオプション製品「XpresRoute(配管設計)」、
「Wire Harness Design(ハーネス設計)」に関して、基本操作を習得します。
※ (A),(B),(C)　はSolid Edgeの基本的操作ができる⽅、

またはSolid Edge基礎コースを受講された⽅を対象としています。

 (D)お客様の業務に特化したモデリング⽅法のご提案
（講座⽇数・受講料・前提条件はお客様とご相談の上決定）

概要

⽇数/時間 　応相談
受講料（税抜き） 個別⾒積

応⽤　個別コース
コース番号 S-4

サーフェスモデリングコース
S-3

　半⽇　13:30〜17:00
\20,000/名

コース番号
⽇数/時間
受講料（税抜き）
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■ DIPRO VridgeR コース⼀覧

■ DIPRO VridgeR コース概要

④集合教育講座詳細

DIPRO VridgeRを使⽤して、設計の初期段階での検討作業を⾏う⽅や、
デジタルモックアップ・デザインレビューを実施される⽅のためのコースです。

　受講後の技術習得イメージ
DIPRO VridgeRを使ったデジタルモックアップの概要理解と基本操作が習得できます。
断⾯の作成、および計測による形状確認の操作が習得できます。
⼲渉・クリアランスチェックの操作を理解することにより、デジタルモックアップ・デザインレビューに
対応した技能が習得できます。

　前提
特に経験等は必要といたしません。

　概要

DIPRO VridgeR⼊⾨コース
コース番号

　1⽇間　9:30〜18:30
\25,000/名

K-1
⽇数/時間
受講料（税抜き）



3D CADデータを活⽤して⽣産準備業務を⾏う⽅向けのコースです。

　受講後の技術習得イメージ
3Dモデル検証や組⽴順序の検討、組⽴アニメーションや帳票の作成、
設計変更対応機能等を理解し、VPS MFGの基本操作を習得することができます。

　前提
VPSご導⼊のお客様で、Windowsの基本操作ができる⽅。

　内容
 1． 基本操作

3D Viewの操作⽅法、部品の表⽰属性変更⽅法を演習
 2． 検証

断⾯表⽰機能や計測、⼲渉チェック機能を演習
 3． 組⽴⼿順検討と組⽴情報付加

3D View上で部品を選択しながら組⽴順序を検討し、組⽴作業に関する
情報を⼊⼒する⽅法を演習

 4． アニメーションと画像作成
組⽴アニメーションの⾃動⽣成および編集⽅法を演習
アニメーションを基に帳票等で利⽤する画像を作成する⽅法を演習

 5．帳票作成
作成した情報をテキスト（CSV）、動画（AVI）、画像（JPG、PNG）ファイルに
出⼒し、帳票を作成する⽅法を演習

 6．設計変更対応
3D CADにおける部品の追加、削除、更新などの設計変更内容を反映し、
VPSデータを更新する⽅法を演習

     7.  組⽴性評価
サンプル提供の評価テーブルを利⽤して部品の属性や組⽴⽅法を設定し、
⼯数算出や組⽴性の評価を⾏う⽅法を演習

　概要

COLMINA デジタル⽣産準備 VPS Standard 基本操作

2⽇間　9:30〜17:00
K-6コース番号

⽇数/時間
受講料（税抜き） 有償
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■ COLMINA デジタル⽣産準備 VPS コース⼀覧

■ COLMINA デジタル⽣産準備 VPS コース概要

④集合教育講座詳細
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厚⽊会場

新宿会場

■所在地
〒163-0716  東京都新宿区⻄新宿2-7-1
⼩⽥急第⼀⽣命ビル 16階
[ビジネス本部] TEL : 03-5909-0632
[VPSビジネス部] TEL : 03-5909-0633

■アクセス
○東京メトロ丸の内線

「⻄新宿」駅 徒歩5分
○都営⼤江⼾線

「都庁前」駅 A7⽅⾯C4出⼝ 徒歩2分
○JR各線・⼩⽥急線他

「新宿」駅 ⻄⼝ 徒歩10分

いずれの会場にも、駐⾞場のご⽤意がございませんので、ご来場には公共の交通機関をご利⽤ください。

⑤会場のご案内

■所在地
〒243-0018 神奈川県厚⽊市中町2-9-6
厚⽊会⽥ビル 4階
TEL : 046-225-3948

■アクセス
⼩⽥急⼩⽥原線
本厚⽊駅から
徒歩3分
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①オンサイト教育サービス
集合教育と同様の内容を、貴社にお伺いして実施いたします。
システム導⼊後の教育や新⼊社員教育など、全国どこへでも経験豊富な
講師が貴社にお伺いして教育サービスを実施いたします。

②カスタマイズ教育
「時間がなくて通常の集合教育を受講する時間が取れない」、「⾃社の製品を
教材として教育をしてほしい」、「旧バージョンで教育を受講したい」といった
あらゆるご相談にきめ細かく対応いたします。

③オンサイトＱ＆Ａサービス
教育受講後に発⽣するお客様固有の疑問や問題点を、経験豊富なエンジ
ニアが貴社に訪問してお答えいたします。

④教育体系構築サービス
お客様の業務に沿った、専⽤の教育コンテンツの開発、スキルテスト策定、
受講履歴の管理、スキル認定制度の構築などをご⽀援いたします。

集合教育以外にも、お客様のスタイルに合わせてお選びいただける
サービスを豊富にご⽤意しております。
料⾦など、詳細に関しては担当営業、または下記までお気軽に
お問合せください。

問い合わせ窓⼝
デジタルプロセス株式会社 デジタルイノベーション本部
神奈川県厚⽊市中町2-9-6  厚⽊会⽥ビル
TEL︓046-225-3948
E-mail︓education@dipro.co.jp

２．DIPRO教育ソリューション
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問い合わせ窓⼝
デジタルプロセス株式会社 デジタルイノベーション本部
神奈川県厚⽊市中町2-9-6  厚⽊会⽥ビル
TEL︓046-225-3948
E-mail︓education@dipro.co.jp

３．教育マニュアル

集合教育で使⽤する教育マニュアルを販売しています。
データCD（マニュアル内で使⽤するCADデータを収録）の
ご⽤意もございますので、⾃⼰学習や社内で教育を実施される場合などに
ご活⽤ください。

集合教育を受講されるお客様には無償にてマニュアルをご提供いたします。
（別途ご注⽂いただく必要はございません）

※『COLMINA デジタル⽣産準備 VPS』に関しては、マニュアルのみの
販売はございません。ご了承ください。

ご購⼊資格
弊社保守サービスを継続的にご利⽤されている、
または商談中の（弊社より教育対象商品をご購⼊される予定がある）
会社様が前提条件となります。

教育マニュアルのご注⽂
25ページの注⽂書をお使いください。
製品によっては、旧バージョンのマニュアルもご提供可能です。
詳細は担当営業、または下記までお問合せください。
※旧バージョンの場合は、価格やマニュアル体系が異なるものがございます。

ご了承ください。
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www.dipro.co.jp


