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ハービスHALL（梅田）

大阪会場

ANAインターコンチネンタルホテル東京（赤坂）
東京会場

11/8
（金）

11/12
（火）

無限の可能性がここにある
～Where Possibility Takes Form

http://www.solidworks.co.jp/swwj2019

基調講演（東京・大阪会場）

「宇宙ごみ（スペースデブリ）」という
世界一厄介な問題への民間における取組み

SOLIDWORKS WORLD JAPAN 2019イベント事務局
E-mail : swwj_info@event-web.net  TEL : 03-6892-2630　【受付時間】10:00~18:00（土日・祝日を除く）お問い合わせ

TIMETABLE  |  OSAKA

スペシャル
スポンサー

［ゴールド］　株式会社大塚商会　株式会社構造計画研究所　株式会社テクノソリューションズ　
　　　　　　デル株式会社　レノボ・ジャパン株式会社 / インテル株式会社
［シルバー］　伊藤忠テクノソリューションズ株式会社　NEC 日本電気株式会社　株式会社エンブレム
　　　　　　株式会社CAD SOLUTIONS　キヤノンITソリューションズ株式会社　新明和ソフトテクノロジ株式会社　
　　　　　　ディー・エフ・エム株式会社　株式会社デジタルデザインサービス　株式会社 トヨタシステムズ　
　　　　　　株式会社HOT / 株式会社ミスミ　ミルトス株式会社 / 3Dコネクション株式会社　株式会社 ランドマークテクノロジー
［ブロンズ］　ファロージャパン株式会社

スポンサー
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|

12:00
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|
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13:30
|
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14:30
|

15:15

15:30
|
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|
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17:30
|

18:15

本年のテーマ「無限の可能性がここにある～Where Possibility Takes Form」には、単に「モノ」

を「つくり」提供する時代から、デジタルテクノロジーを駆使し、サービスやビジネスモデルも含め

た「エクスペリエンス」が求められる時代へと変化するなかで、あらためてお客様とともに「もの

づくり」の無限の可能性を考える、というメッセージが込められています。

そのためにも、世界で最も利用され続けている 3 次元 CAD という現状に満足することなく、

SOLIDWORKSの新たなるかたちを提供し、お客様の課題を解決することを目指します。

皆様お誘い合わせの上ご来場ください！  

主催：ソリッドワークス・ジャパン株式会社
共催：ソリッドワークス・ジャパン・ユーザー会（SWJUG）
参加費：無料／事前登録制

SOLIDWORKS　CEO

ジャン・パオロ・バッシ

株式会社 日本HP /エヌビディア合同会社 

（
途
中
休
憩
あ
り
）

9/11 現在（五十音順）

※展示会場にて、ランチタイムに軽食をご用意しております 

会期：11月 12日（火）
会場：大阪 ハービスHALL（梅田）

10:00
|

18:30

展示

SL-1お弁当付 SL-3お弁当付SL-2お弁当付

TS-11 TS-13CS-1

UG-1 TS-23CS-2

SS-1お菓子付 SS-3お菓子付SS-2お菓子付

TS-31 TS-33CS-3

TS-41 TS-43TS-42

技法・ノウハウお客様事例 新技術 協賛スポンサー ユーザー会

推進者向け

推進者向け

推進者向け

実務者向け 推進者向け実務者向け

推進者向け実務者向け

実務者向け

実務者向け

実務者向け

主催者講演　　無限の可能性がここにある
                ～Where Possibility Takes Form
                      SOLIDWORKS CEO　ジャン・パオロ・バッシ（通訳付き）

基 調 講 演　　「宇宙ごみ（スペースデブリ）」という
　　　　　　世界一厄介な問題への民間における取組み
　　　　　　　株式会社アストロスケールDeputy Project Manager for ELSA-d     飯塚 清太 様

新製品紹介　　ソリッドワークス・ジャパン

【
キ
ー
ノ
ー
ト
】
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株式会社アストロスケール  
Deputy Project Manager for ELSA-d 
飯塚 清太 様

株式会社アストロスケール  
ゼネラルマネージャー

伊藤 美樹  様

働き方改革！残業せずに生産性大幅UP！ 
カスタマイズを活用した業務改善策を一挙大公開

株式会社大塚商会

無くせる手戻りを削減する即効薬が３Ｄ配線
ツール『エンタープライズハーネス』です。

株式会社 ランドマークテクノロジー

熟練のノウハウを共有しよう！　
SOLIDWORKSで始める自動設計

新明和ソフトテクノロジ株式会社

What’ s New in SOLIDWORKS 2020

ソリッドワークス・ジャパン

SIMULIAWORKSのご紹介！
～ SOLIDWORKS Simulationの新たな可能性～

ソリッドワークス・ジャパン

３次元設計データの徹底活用 ～試作・図面レ
ス化の成果と課題

株式会社デンソー

ユーザーがユーザーにおくる初心者向け虎の巻
2019

ソリッドワークス・ジャパン・ユーザー会

いまさら聞けない！？ 
SOLIDWORKS CADアドイン機能のおさらい

ソリッドワークス・ジャパン

SOLIDWORKS で実現する宇宙用コンポーネ
ントの開発

株式会社由紀精密

SOLIDWORKS のモデリング効率化を始めてみませ
んか？～簡単マクロ作成からテンプレート設計まで～

株式会社大塚商会

アセンブリのドキュメント参照に悩んでいません
か？PDMの有効性を再確認！

株式会社テクノソリューションズ

熱流体で現象解明　SOLIDWORKS Flow 
Simulation活用術

株式会社構造計画研究所

金かけへんでどうすんねん！
PDM導入しようや！

ソリッドワークス・ジャパン

3倍速くなる !
“大規模デザインレビュー” マスター講座

ソリッドワークス・ジャパン

ものづくりプロセスの革命児が語る、
「デジタルモールドの無限の可能性」

有限会社スワニー

SOLIDWORKS凄ワザ大全

ソリッドワークス・ジャパン

ご存知ですか？今すぐ使える過去バージョンのお役立ち
機能、お教えします～What’ s New Reloaded～

ソリッドワークス・ジャパン

他社３次元CADからSOLIDWORKSへ！
 ～事例にみる移行と混在環境運用の勘所～

ソリッドワークス・ジャパン

http://www.solidworks.co.jp/swwj2019


TIMETABLE  |  TOKYO

　
［ゴールド］　株式会社大塚商会　株式会社構造計画研究所　株式会社テクノソリューションズ　デル株式会社　レノボ・ジャパン株式会社 / インテル株式会社
［シルバー］　伊藤忠テクノソリューションズ株式会社　NEC 日本電気株式会社　エプソンダイレクト株式会社　株式会社エンブレム　株式会社CAD SOLUTIONS　
　　　　　　キヤノンITソリューションズ株式会社　株式会社CAEソリューションズ　ディー・エフ・エム株式会社　株式会社 トヨタシステムズ　株式会社 日立製作所　
　　　　　　BRULÉ, Inc.　ミルトス株式会社 / 3Dコネクション株式会社　株式会社 ランドマークテクノロジー
［ブロンズ］　株式会社ナノソフト　ファロージャパン株式会社　Formlabs株式会社

スペシャル
スポンサー

スポンサー

株式会社 日本HP  /  エヌビディア合同会社        
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9/11 現在（五十音順）

会期：11月 8日（金）
会場：ANAインターコンチネンタルホテル東京 (赤坂 )

10:00
|

18:30

展示

TS-11 CS-1

UG-2 CS-2

SS-1 SS-2 SS-5

TS-31 CS-3

TS-41 TS-42

SL-1 SL-3

UX-1

UX-2

UG-1お弁当付 お弁当付 お弁当付

お菓子付

TS-13

TS-23

SS-3

TS-33

TS-43

お菓子付

TS-14

TS-24

SS-4

TS-34

TS-44

SL-2お弁当付

お菓子付お菓子付 お菓子付

推進者向け 推進者向け

推進者向け

推進者向け

推進者向け

実務者向け

推進者向け実務者向け 実務者向け

推進者向け実務者向け 実務者向け

実務者向け

実務者向け

実務者向け実務者向け

実務者向け
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主催者講演　　無限の可能性がここにある
                ～Where Possibility Takes Form
                      SOLIDWORKS CEOジャン・パオロ・バッシ（通訳付き）
基 調 講 演　　「宇宙ごみ（スペースデブリ）」という
　　　　　　世界一厄介な問題への民間における取組み　　　　　　　
　　　　　　　株式会社アストロスケール  ゼネラルマネージャー 伊藤 美樹  様
新製品紹介　　ソリッドワークス・ジャパン

【
キ
ー
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ー
ト
】

技法・ノウハウお客様事例 新技術 体験型 協賛スポンサー ユーザー会

※体験型とは、実機を利用したセッションです

※

展
示
会
場
に
て
、
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
に
軽
食
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す

What’ s New in SOLIDWORKS 2020

ソリッドワークス・ジャパン

３次元設計データの徹底活用 ～試作・図面レス化
の成果と課題

株式会社デンソー

【モデリングコンテスト】
日本一を決めようじゃないか！
モデルマニア 2020
～誰が速くモデルを作成できるか！～

ソリッドワークス・ジャパン

【解析ハンズオン】
はじめての SIMULIAWORKS
～SOLIDWORKS Simulationの更なる可能性 ～

ソリッドワークス・ジャパン

SOLIDWORKS のモデリング効率化を始めてみませ
んか？～簡単マクロ作成からテンプレート設計まで～

株式会社大塚商会

熱流体で現象解明　SOLIDWORKS Flow 
Simulation活用術

株式会社構造計画研究所

（調整中）

金かけへんでどうすんねん！
PDM導入しようや！

ソリッドワークス・ジャパン

ものづくりプロセスの革命児が語る、
「デジタルモールドの無限の可能性」

有限会社スワニー

SOLIDWORKS凄ワザ大全

ソリッドワークス・ジャパン

設計にクラウドは “アリ” なのか
~” 無限の可能性 “ について ~

ソリッドワークス・ジャパン

ユーザーがユーザーにおくる初心者向け虎の巻
2019

ソリッドワークス・ジャパン・ユーザー会

働き方改革！ 3DCADテンプレート設計ツール
による自動化で生産性向上と技術者下剋上！

日本信号株式会社

働き方改革！残業せずに生産性大幅UP！  カスタ
マイズを活用した業務改善策を一挙大公開

株式会社大塚商会

無くせる手戻りを削減する即効薬が３Ｄ配線
ツール『エンタープライズハーネス』です。

株式会社 ランドマークテクノロジー

ソリッドワークス・ジャパン・ユーザー会 全国技術
交流会～全国のユーザーと技術の交流をしよう！～

ソリッドワークス・ジャパン・ユーザー会

みんな！ 3D化、がんばろうよ！
～SWJ勤務歴最長エンジニアが語る

ソリッドワークス・ジャパン

アセンブリのドキュメント参照に悩んでいません
か？PDMの有効性を再確認！

株式会社テクノソリューションズ

3倍速くなる !
“大規模デザインレビュー” マスター講座

ソリッドワークス・ジャパン

他社３次元 CADから SOLIDWORKSへ！
～事例にみる移行と混在環境運用の勘所～

ソリッドワークス・ジャパン

いまさら聞けない！？ 
SOLIDWORKS CADアドイン機能のおさらい

ソリッドワークス・ジャパン

SOLIDWORKSを知り尽くせ！
「板金・鋼材・溶接」

ソリッドワークス・ジャパン

キヤノンITSが考える3Dを基軸とした
製造業のデジタルトランスフォーメーション

キヤノン ITソリューションズ株式会社

”業界最先端” 電気設計者必見！電子・電気設計
をより効率化する最新機能のご紹介！

ソリッドワークス・ジャパン

ご存知ですか？今すぐ使える過去バージョンのお役立ち
機能、お教えします～What’ s New Reloaded～

ソリッドワークス・ジャパン

SIMULIAWORKSのご紹介！
～ SOLIDWORKS Simulationの新たな可能性～

ソリッドワークス・ジャパン

TACTONで実現する設計自動化・設計標準化・
営業効率化 への FIRST STEP

株式会社構造計画研究所


