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掲載中のトレーニングコースは、新型コロナウイルスの感染状況により、 

予告なく変更・中止となる可能性もございます。 

あらかじめ、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 



  

  

オンライン受講 

2023年 5月・6月・7月開催  

最新トレーニングコース情報（オンライン受講） 

 

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

α ラーニングセンター オンライン 
AutoCAD 

・LT 

オンライン：AutoCAD 

Stage1～3（テレワー

ク対応）コース 

基礎から応用まで全 3 コース（各 1日間）。

Web会議システムを用いて会社や自宅から

受講いただけるライブ型講習です。 

α ラーニングセンター オンライン 
AutoCAD 

・LT 

オンライン：AutoCAD 

速習、速習フル （テレ

ワーク対応）コース 

Web会議システムを用いて、基本操作を 2 

日間、または基本+応用操作を 3 日間で集

中的に習得いただけます。会社や自宅から受

講いただけるライブ型講習です。 

α ラーニングセンター オンライン MFG 

オンライン：Inventor 

Stage1 基礎編（テレ

ワーク対応）コース 

部品や組立品、図面作成の基礎を学習するコ

ースを、Web会議システムを用いて会社や自

宅から受講いただけます。 

α ラーニングセンター オンライン MFG 

オンライン：AutoCAD 

Mechanical基礎コー

ス 

AutoCAD Mechanical特有の概念や、工

業規格に基づく効率的な作図・編集機能を習

得します。 Web会議システムを用いて会社

や自宅から受講いただけるライブ型講習で

す。 

α ラーニングセンター オンライン MFG 

オンライン：Inventor 

シートメタル（テレワ

ーク対応）コース 

Inventorで板金部品を作成するための機能

を、Web会議システムを用いて会社や自宅

から受講いただけるライブ型講習です。 

α ラーニングセンター オンライン MFG 

オンライン：Inventor

で知って納得! 3Dモ

デルの Revit ファミリ 

変換（テレワーク対

応）コース 

Inventorの 3Dデータを Revitのファミリに

変換する機能を半日で、Web会議システムを

用いて会社や自宅から受講いただけるライブ

型講習です。 

α ラーニングセンター オンライン AEC 

オンライン：Civil 3D 

基礎（テレワーク対応）

コース 

3次元土木設計の基本操作を 2日間で習得

します。Web会議システムを用いて会社や自

宅から受講いただけるライブ型講習です。 

https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocad/course/?02=03_edu_adsk_210506_ac
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocad/course/?02=03_edu_adsk_210506_ac
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocad/course/?02=03_edu_adsk_210506_ac
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocad/course/?02=03_edu_adsk_210506_ac
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocad/course/?02=03_edu_adsk_210506_ac
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocad/course/?02=03_edu_adsk_210506_ac
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_210506_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_210506_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_210506_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocadmechanical/course/?02=03_edu_adsk_220810_mech
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocadmechanical/course/?02=03_edu_adsk_220810_mech
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocadmechanical/course/?02=03_edu_adsk_220810_mech
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_220810_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_220810_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_220810_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_220810_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_220810_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_220810_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_220810_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_220810_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/bimcim/?02=03_edu_adsk_210506_civ
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/bimcim/?02=03_edu_adsk_210506_civ
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/bimcim/?02=03_edu_adsk_210506_civ


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

α ラーニングセンター オンライン AEC 

オンライン：

InfraWorks 基礎（テ

レワーク対応）コース 

初心者の方を対象とした InfraWorksの基

本操作を 1日で習得できるコースです。Web

会議システムを用いて会社や自宅から受講い

ただけるライブ型講習です。 

α ラーニングセンター オンライン AEC 

オンライン：

InfraWorks 基礎（テ

レワーク対応）コース 

初心者の方を対象とした InfraWorksの基

本操作を 1日で習得できるコースです。Web

会議システムを用いて会社や自宅から受講い

ただけるライブ型講習です。 

α ラーニングセンター オンライン AEC 

オンライン：Revit ファ

ミリ作成（テレワーク対

応）コース 

ファミリ（部材）作成に必要な基本操作を 1日

間で学習します。Web会議システムを用いて

会社や自宅から受講いただけるライブ型講習

です。 

α ラーニングセンター オンライン AEC 

オンライン：Revit 建

築基本操作・意匠設計

（テレワーク対応）コー

ス 

各 1日コース、計 2日間で基本操作から建

築の意匠設計機能を学習します。Web会議

システムを用いて会社や自宅から受講いただ

けるライブ型講習です。 

α ラーニングセンター オンライン M&E 

オンライン：3ds Max 

2021 速習（テレワー

ク対応）コース 

基礎的な操作から CG、アニメーション作成の

基本を学習します。Web会議システムを用い

て会社や自宅から受講いただけるライブ型講

習です。 

α ラーニングセンター オンライン M&E 

オンライン：3ds Max 

2021 速習（テレワー

ク対応）コース 

基礎的な操作から CG、アニメーション作成の

基本を学習します。Web会議システムを用い

て会社や自宅から受講いただけるライブ型講

習です。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 入門オンラ

イン講座（法人様） 

希望日時に対応。未経験の方に基本をじっく

り研修します。新入社員研修にもお薦め。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 入門オンラ

イン講座（個人様） 

希望日時に対応。AutoCAD未経験の方向け

に基本操作をじっくり講習します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 基礎オンラ

イン講座（法人様） 

希望日時に対応。コマンドの応用や印刷など

入門レベルよりも発展的な内容の講座です。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 基礎オンラ

イン講座（個人様） 

希望日時に対応。コマンドの応用や印刷など

入門レベルよりも発展的な内容の講座です。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 実践オンラ

イン講座（法人様） 

希望日時に対応。レイアウト、異尺度、一括処

理などご要望に沿った学習をいたします。 

https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinfraworks/?02=03_edu_adsk_220810_inf
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinfraworks/?02=03_edu_adsk_220810_inf
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinfraworks/?02=03_edu_adsk_220810_inf
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinfraworks/?02=03_edu_adsk_220810_inf
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinfraworks/?02=03_edu_adsk_220810_inf
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinfraworks/?02=03_edu_adsk_220810_inf
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodesk3dsmax/?02=03_edu_adsk_210506_max
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodesk3dsmax/?02=03_edu_adsk_210506_max
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodesk3dsmax/?02=03_edu_adsk_210506_max
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodesk3dsmax/?02=03_edu_adsk_210506_max
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodesk3dsmax/?02=03_edu_adsk_210506_max
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodesk3dsmax/?02=03_edu_adsk_210506_max
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/nyumon-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/nyumon-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/nyumon-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/nyumon-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/kiso-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/kiso-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/kiso-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/kiso-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/jissenn-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/jissenn-business-online-course/


  

  

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 実践オンラ

イン講座（個人様） 

希望日時に対応。レイアウト、異尺度、一括処

理などご要望に沿った学習をいたします。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 機械図面

オンライン講座（法人

様） 

希望日時に対応。部品図と組立図の手順を

学習し、図面作成の流れを習得できます。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 機械図面

オンライン講座（個人

様） 

希望日時に対応。部品図と組立図の手順を

学習し、図面作成の流れを習得できます。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

国家検定テクニカルイ

ラストレーション CAD

対策 - オンライン講

座 

国家資格の技能検定「テクニカルイラストレー

ション CAD」の試験対策を行います。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AutoCADユーザー 

オートデスク認定資格

対策オンライン講座  

限られた解答時間内に、素早く操作するため

の方法を習得します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AutoCADプロ オート

デスク認定資格対策オ

ンライン講座 

限られた解答時間内に、素早く操作するため

の方法を習得します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AutoCADユーザー 

オートデスク認定資格

対策 e ラーニング 

ユーザー認定資格の試験を、時間内に効率よ

く解答する方法を解説し演習します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン MFG 

Inventor 基礎オンラ

イン講座（法人様） 

希望日時に対応。3D モデリングの基本操作

から図面作成まで幅広く学習します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン MFG 

Inventor 基礎オンラ

イン講座（個人様） 

希望日時に対応。3D モデリングの基本操作

から図面作成まで幅広く学習します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン MFG 

Inventor 応用オンラ

イン講座（法人様） 

希望日時に対応。複雑な形状のモデリング

と、アセンブリの活用について学習します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン MFG 

Inventor 応用オンラ

イン講座（個人様） 

希望日時に対応。複雑な形状のモデリング

と、アセンブリの活用について学習します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン MFG 

Inventor プロ オート

デスク認定資格対策オ

ンライン講座 

限られた解答時間内に、素早く操作するため

の方法を習得します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン MFG 

Fusion 360 入門オン

ライン講座（法人様） 

希望日時に対応。基本操作から各種設定、

3Dデータ書き出しまで幅広く学習します。 

https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/jissen-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/jissen-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/machine-drawing-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/machine-drawing-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/machine-drawing-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/machine-drawing-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/machine-drawing-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/machine-drawing-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/qualification/ginoukentei-online-course/
https://www.cadcil.jp/qualification/ginoukentei-online-course/
https://www.cadcil.jp/qualification/ginoukentei-online-course/
https://www.cadcil.jp/qualification/ginoukentei-online-course/
https://www.cadcil.jp/qualification/autodesk-certification/autocad-user-online-course/
https://www.cadcil.jp/qualification/autodesk-certification/autocad-user-online-course/
https://www.cadcil.jp/qualification/autodesk-certification/autocad-user-online-course/
https://www.cadcil.jp/qualification/autodesk-certification/autocad-pro-online-course/
https://www.cadcil.jp/qualification/autodesk-certification/autocad-pro-online-course/
https://www.cadcil.jp/qualification/autodesk-certification/autocad-pro-online-course/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-inventor/kiso-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-inventor/kiso-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-inventor/kiso-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-inventor/kiso-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-inventor/ouyou-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-inventor/ouyou-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-inventor/ouyou-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-inventor/ouyou-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/qualification/autodesk-certification/inventor-pro-online-course/
https://www.cadcil.jp/qualification/autodesk-certification/inventor-pro-online-course/
https://www.cadcil.jp/qualification/autodesk-certification/inventor-pro-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/fusion-360/nyumon-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/fusion-360/nyumon-business-online-course/


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン MFG 

Fusion 360 入門オン

ライン講座（個人様） 

希望日時に対応。基本操作から各種設定、

3Dデータ書き出しまで幅広く学習します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン MFG 

Fusion 360 基礎 製

造業向けオンライン講

座（法人様） 

製造業で 3D CAD を導入しようと考えている

方に、使える機能に重点をおいた講習です。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン MFG 

Fusion 360 基礎 製

造業向けオンライン講

座（個人様） 

製造業で 3D CAD を導入しようと考えている

方に、使える機能に重点をおいた講習です。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン MFG 

Fusion 360ユーザー 

オートデスク認定資格

対策オンライン講座 

限られた解答時間内に、素早く操作するため

の方法を習得します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン MFG 

Fusion 360ユーザー  

オートデスク認定資格

対策 e ラーニング 

限られた解答時間内に、素早く操作するため

の方法を、動画を視聴しながら習得します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン MFG 

AutoCAD 

Mechanical オンライ

ン講座（法人様） 

希望日時対応。画層の説明と機械要素の作

成等メカニカル特有の操作を習得できます。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン MFG 

AutoCAD 

Mechanical オンライ

ン講座（個人様） 

希望日時対応。画層の説明と機械要素の作

成等メカニカル特有の操作を習得できます。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
オンライン AEC 

Revit 基礎 e ラーニン

グ研修 

基礎レベルを動画視聴しながら習得。社員の

スキル UPを自宅や社内で行えます。 

株式会社イズミシステ

ム設計 東京オフィス 
オンライン AEC 

Revit MEP 2020 導

入編（オンライン） 

Revit 設備設計（空調衛生設備）の基本操作

を学習します（オンライン予定） 

 

株式会社イズミシステ

ム設計 東京オフィス 
オンライン AEC 

Revit2020 設備設計 

オンラインハンズオ

ン講習会【初級者向

け 導入体験】 

Revit 設備設計の概要についての初級者向

け講習会です。空調衛生設備の導入編です。 

 

株式会社 VOST オンライン MFG 

ビズロード AutoCAD 

基礎セミナー(オンライ

ン) 

AutoCAD の基本操作からパラメトリックまで 

幅広く学習します。 

 

https://www.cadcil.jp/curriculum/fusion-360/nyumon-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/fusion-360/nyumon-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-fusion360-manufacturing/kiso-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-fusion360-manufacturing/kiso-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-fusion360-manufacturing/kiso-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-fusion360-manufacturing/kiso-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-fusion360-manufacturing/kiso-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-fusion360-manufacturing/kiso-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-fusion360-manufacturing/kiso-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-fusion360-manufacturing/kiso-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autodesk-fusion360-manufacturing/kiso-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/autocadmechanical-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/autocadmechanical-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/autocadmechanical-business-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/autocadmechanical-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/autocadmechanical-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/curriculum/autocad/autocadmechanical-individual-online-course/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://izumi-system.co.jp/
https://izumi-system.co.jp/
https://izumi-system.co.jp/seminar_event/s/2021-07-29-8634/
https://izumi-system.co.jp/seminar_event/s/2021-07-29-8634/
https://izumi-system.co.jp/seminar_event/s/2021-07-29-8634/
https://izumi-system.co.jp/seminar_event/s/2021-07-29-8634/
https://bizroad-svc.com/autocad/
https://bizroad-svc.com/autocad/
https://bizroad-svc.com/autocad/


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

株式会社 VOST オンライン MFG 

スリプリ Fusion 360  

マスターコース(オンラ

イン) 

Fusion 360 の基本操作から応用的なモデ 

リングまで幅広く学習します。 

株式会社 VOST オンライン MFG 

スリプリ Fusion 360  

ベーシックコース(オン

ライン) 

Fusion 360 の基本操作から応用的なモデ 

リングまで幅広く学習します。 

株式会社 VOST オンライン MFG 

スリプリ Fusion 360  

アドバンスコース(オン

ライン) 

Fusion 360 の基本操作から応用的なモデ 

リングまで幅広く学習します。 

株式会社 VOST オンライン MFG 

スリプリ Fusion 360

エキスパートコース(オ

ンライン) 

Fusion 360 のアセンブリ、スキャンデータ 

の活用などを学習します。 

株式会社 VOST オンライン MFG 

ビズロード 建築 3D 

CAD Revit 入門セミ

ナー(オンライン) 

建物一棟を作成しながら Revit の基本操作 

を習得できるセミナーです。 

株式会社 CADist オンライン MFG 
Fusion 360 基本操

作コース 

基本的なモデリングや操作方法をレクチャー

するコースです。(WEB講習可) 

株式会社 CADist オンライン MFG 
Fusion 360 応用操

作コース 

応用的なモデリングや、作図等の操作をレク

チャーするコースです。(WEB講習可) 

株式会社システムクリ

エイト 
オンライン MFG 

Inventor CAM 講習

オンライン 

2D＆3D CAMでの工程作成やポスト出力ま

でを丁寧に解説致します。 

株式会社システムクリ

エイト 
オンライン MFG 

Fusion360 CAM 講

習オンライン 

2D＆3D CAMでの工程作成やポスト出力ま

でを丁寧に解説致します。 

株式会社 Too オンライン MFG 
Alias 基本トレーニン

グ 

Aliasの基本操作を学習します。オンラインで

の参加も可能です。 

 

株式会社 Too オンライン MFG 
Maya 基本トレーニン

グ 

Mayaの基本操作を学習します。オンラインで

の参加も可能です。 

株式会社 Too オンライン MFG 
3ds Max 基本トレー

ニング 

3ds Maxの基本操作を学習します。オンライ

ンでの参加も可能です。 

https://3d-printer-house.com/3dcad-campus/
https://3d-printer-house.com/3dcad-campus/
https://3d-printer-house.com/3dcad-campus/
https://3d-printer-house.com/3dcad-campus/
https://3d-printer-house.com/3dcad-campus/
https://3d-printer-house.com/3dcad-campus/
https://3d-printer-house.com/3dcad-campus/
https://3d-printer-house.com/3dcad-campus/
https://3d-printer-house.com/3dcad-campus/
https://3d-printer-house.com/3dcad-campus/
https://3d-printer-house.com/3dcad-campus/
https://3d-printer-house.com/3dcad-campus/
https://bizroad-svc.com/revit/
https://bizroad-svc.com/revit/
https://bizroad-svc.com/revit/
https://cadist.co.jp/about
https://cadist.co.jp/about
https://cadist.co.jp/
https://cadist.co.jp/
https://systemcreate-inc.co.jp/school/inventorhsm.html
https://systemcreate-inc.co.jp/school/inventorhsm.html
https://systemcreate-inc.co.jp/school/fusion360_monthly.html
https://systemcreate-inc.co.jp/school/fusion360_monthly.html
http://www.too.com/product/software/cgcad/training/
http://www.too.com/product/software/cgcad/training/
http://www.too.com/product/software/cgcad/training/
http://www.too.com/product/software/cgcad/training/
http://www.too.com/product/software/cgcad/training/
http://www.too.com/product/software/cgcad/training/


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

郡山 CAD教室 オンライン 
AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 入門①リモ

ート講座 

基本コースを分けた内容で、リモートで入門的

な作図操作や設定方法を学習します。 

郡山 CAD教室 オンライン 
AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 入門②リモ

ート講座 

基本コースを分けた内容で、リモートで入門的

な作図操作や設定方法を学習します。 

郡山 CAD教室 オンライン 
AutoCAD 

・LT 

AutoCAD リモート基

礎講座 

入門的内容から効率的な作図操作、設定方

法をリモートで総合学習します。 

コンピー塾（株式会社

バーチャルユニバーシ

ティ） 

オンライン M&E 
3DCG/Maya 講座 

（基礎・入門編） 

3DCG技術と基本的なMayaの使い方がしっ

かり学べる習得できる入門＆基礎コースで

す。 

コンピー塾（株式会社

バーチャルユニバーシ

ティ） 

オンライン M&E 
3DCG/Maya 講座 

（応用編） 

Maya の基本操作を習得し、よりリアルな CG

を作るための知識や操作を学ぶ応用コースで

す。 

コンピー塾（株式会社

バーチャルユニバーシ

ティ） 

オンライン M&E 

Photoshop機能活⽤

シリーズ 3DCGテクス

チャ作成講座 

PhotoshopとMayaを組み合わせて、テクス

チャの質感と模様を意のままに表現するテク

スチャ作成講座。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

やさしく学べる

AutoCAD入門（ライ

ブ） 

先着自由予約制 。 オ ン ラ イ ン 対面 で

AutoCAD の設定、作図、編集、印刷を学

習。事前接続テスト 1回 30分程度（無料）。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

しっかり身につく

AutoCAD 基礎（ライ

ブ） 

先着自由予約制 。 オ ン ラ イ ン 対面 で

AutoCAD 図面変更業務の改善・効率化。事

前接続テスト 1回 30分程度（無料）。 

 

パソコンスクール PC 

ワークス 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

なるほど楽しい

AutoCAD演習（ライ

ブ） 

先着自由予約制。オンライン対面で AutoCAD 機

械・建築図面のブロックやレイアウトの活用を習

得。事前接続テスト 1回 30分程度（無料）。 

 

パソコンスクール PC 

ワークス 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 実務あるあ

る課題解決（ライブ） 

先着自由予約制。オンライン対面でご要望に

沿った課題でお好みの内容に、カスタマイズ。

事前接続テスト 1回 30分程度（無料）。 

 

 

    

https://www.i-tore-su.com/
https://www.i-tore-su.com/
https://www.i-tore-su.com/
https://www.i-tore-su.com/
https://www.i-tore-su.com/
https://www.i-tore-su.com/
http://compy-school.com/2018/10/21/3dcg-maya%e8%ac%9b%e5%ba%a7/#mContents01
http://compy-school.com/2018/10/21/3dcg-maya%e8%ac%9b%e5%ba%a7/#mContents01
http://compy-school.com/2018/10/21/3dcg-maya%e8%ac%9b%e5%ba%a7/#mContents02
http://compy-school.com/2018/10/21/3dcg-maya%e8%ac%9b%e5%ba%a7/#mContents02
http://compy-school.com/2020/03/16/texture_ps/
http://compy-school.com/2020/03/16/texture_ps/
http://compy-school.com/2020/03/16/texture_ps/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

パソコンスクール PC 

ワークス 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 基礎レベル

評価演習（ライブ） 

先着自由予約制。オンライン対面で

AutoCAD 習熟レベルの評価となる

Autodesk 認定トレーニング。事前接続テス

ト 

パソコンスクール PC 

ワークス 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD プロフェッ

ショナル講座（ライブ） 

先着自由予約制。オンライン対面で

AutoCAD 実践的な編集・確認・計測等を習

得。事前接続テスト 1回 30分程度（無料）。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
オンライン 

AutoCAD 

・LT 

建築 CAD検定 ３・２

級トレーニング（ライブ） 

先着自由予約制。オンライン対面で 3級（階

段・建具・躯体・寸法４図面を２時間）２級（平

面詳細図・立面図を５時間）で作図。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
オンライン MFG 

Inventor 基礎トレー

ニング（ライブ） 

先着自由予約制。オンライン対面で

Inventorの基本操作をマスター。事前接続

テスト 1回 30分程度（無料）。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
オンライン MFG 

Inventor 応用トレー

ニング（ライブ） 

先着自由予約制。オンライン対面で

Inventor実務で求められる知識と技能を幅

広く学習。事前接続テスト 1回 30分程度（無

料）。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
オンライン MFG 

Inventor プロフェッシ

ョナル講座（ライブ） 

先着自由予約制。オンライン対面で

Inventorの実務者向けの課題を演習。事前

接続テスト 1回 30分程度（無料）。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
オンライン MFG 

直観的でわかりやすい

Fusion 360 基礎（ラ

イブ） 

先着自由予約制。オンライン対面で Fusion 

360 の基本機能を体得できる講座。事前接

続テスト 1回 30分程度（無料）。 

 

パソコンスクール PC 

ワークス 
オンライン 

CAD  

全般 

中小零細企業向け

CAD導入・活用研修

（ライブ） 

先着自由予約制。オンライン対面で CADを

導入・活用したい個人様、法人様の実践講

座。事前接続テスト 1回 30分程度（無料）。 

 

ヒューマンアカデミー オンライン 

AutoCAD 

・LT 

AEC 

建築 CAD 総合コー

ス（AutoCAD、

Autodesk Revit 等） 

AutoCAD の基本操作から応用作図、および 

Revit 講座までを動画コンテンツで学習しま

す。（会場受講も可） 

 

https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://haa.athuman.com/academy/cad/?code=041039
https://haa.athuman.com/academy/cad/?code=041039
https://haa.athuman.com/academy/cad/?code=041039


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンター 
オンライン MFG 

Fusion 360 3D CAD 

導入講座（オンライン） 

初学者向けに、Fusion 360 の機能と基本

的なモデリングに関して学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンター 
オンライン MFG 

Fusion 360 CAM 導

入講座（オンライン） 

初学者向けに、Fusion 360の CAM機能に

ついて学習を行います。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンター 
オンライン MFG 

Fusion 360 EDA 導

入講座（オンライン） 

3D基板初学者向けに、Fusion 360の

EDA機能について学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンター 
オンライン MFG 

Eagle EDA 導入講座

（オンライン） 

基板 CAD初心者向けに、プリント基板設計ソ

フトウェア Eagleについて学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンター 
オンライン MFG 

3D CAD 初級オンラ

イン講座 3日間 

3日間で Fusion 360の基本となるコマンド

をしっかり学んでいきます。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンター 
オンライン MFG 

3D CAD 初級オンラ

イン講座 1日 

1日で Fusion 360の基本的なモデリングや

操作方法を一通り学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンター 
オンライン MFG 

3D CAD 中級オンラ

イン講座 2日間 

2日間で業務に即した Fusion 360の高度

な機能について学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンター 
オンライン MFG 

3D CAD 中級オンラ

イン講座 1日 

パラメトリックモデリングなど Fusion 360の

高度な機能について学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンター 
オンライン MFG 

CAM 講座（オンライ

ン） 

Fusion 360 の CAM 機能について学習し

ます。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンター 
オンライン MFG 

CAE 講座（オンライ

ン） 

Fusion 360 の CAE 機能（静的応力解析

など）について学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンター 
オンライン MFG 

Fusion 360 EDA 講

座（オンライン） 

Fusion 360 の PCB 設計機能（EDA）につ 

いて学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンター 
オンライン MFG 

Eagle EDA 講座（オ

ンライン） 

PCB 設計 CAD Eagle の基本操作・PCB

作成について学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンター 
オンライン MFG 

3D スキャン（リバース

エンジニアリング）講座 

Fusion 360を使用して、3Dスキャナデータ

を編集する方法を学習します。 

 

https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2
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https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2
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ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

株式会社悳 PCM オンライン 3dsMax 

3dsMax 講習モデリ

ング編、アニメーショ

ン編（オンライン） 

基本操作から橋梁作成、道路設備など配置

から簡易なアニメーションまで学習します。 

株式会社悳 PCM オンライン Revit 

Revit Architecture

建築意匠設計 基礎

（オンライン） 

Revitの基本操作等をテキストに沿って学習

し、操作方法を学習します。 

株式会社悳 PCM オンライン Revit 

Revit Architecture

建築意匠設計 基礎

（オンライン） 

Revit応用テキストに沿って学習します。 

株式会社リカノス オンライン AutoCAD AutoCAD 基礎講座 

～初級～  

 

2D基本操作や図形の作図、図形編集を学ん

でいただく講座を開催します。(6時間)  

 

株式会社リカノス オンライン Fusion 

360 

Fusion 360 基礎講

座 ～初級～  

 

Fusion 360の基本操作、3Dモデリング、2D

図形の作図、2D図形から 3Dモデルを作成す

る方法を学んでいただく講座を開催いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tokupcm.com/
https://www.tokupcm.com/
https://www.tokupcm.com/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
http://likanos.com/business/autoCAD_seminar.html
http://likanos.com/business/autoCAD_seminar.html
http://likanos.com/business/seminar_fusion.html
http://likanos.com/business/seminar_fusion.html


  

  

 

会場受講 

2023年 5月・6月・7月開催  

最新トレーニングコース情報（会場受講） 

 

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

α ラーニングセンター 

水道橋 

大阪 

名古屋 

福岡 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD Stage1～3

コース 

基礎から応用まで全 3 コース（各 1日間）。

目的に合ったコースを選んでご受講いただ

けます。お得なパックもご用意しています。 

α ラーニングセンター 水道橋 
AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 速習、速習フ

ルコース 

基本操作を 2日間、または基本+応用操作

を 3日間で集中的に習得いただけます。 

α ラーニングセンター 広島 
AutoCAD 

・LT 
AutoCAD 速習コース 

基本操作を 2日間で集中的に習得いただけ

ます。 

α ラーニングセンター 
名古屋 

広島 
MFG 

AutoCAD Mechanical 

基礎コース 

AutoCAD Mechanical 特有の概念や、工

業規格に基づく効率的な作図・編集機能を

習得します。 

α ラーニングセンター 
水道橋 

福岡 
MFG 

Inventor Stage1 基

礎編コース 

部品や組立品、図面作成の基礎を学習しま

す。Stage2 コースとセットにしたお得なパッ

クもご用意しています。 

α ラーニングセンター 
名古屋 

広島 
MFG 

Inventor Stage1 基

礎編コース 

部品や組立品、図面作成の基礎を学習しま

す。 

α ラーニングセンター 
水道橋 

福岡 
MFG 

Inventor Stage2 活

用編コース 

複雑な形状作成や形状の再利用などの機

能を学習します。Stage1 コースとセットにし

たお得なパックもご用意しています。 

α ラーニングセンター 広島 MFG 
Inventor Stage2 活

用編コース 

複雑な形状作成や形状の再利用などの機

能を学習します。 

 

     

https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/suidoubashi/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/osaka/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/nagoya/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/fukuoka/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocad/course/?02=03_edu_adsk_210506_ac
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocad/course/?02=03_edu_adsk_210506_ac
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/suidoubashi/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocad/course/?02=03_edu_adsk_210506_ac
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocad/course/?02=03_edu_adsk_210506_ac
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/hiroshima/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocad/course/?02=03_edu_adsk_210506_ac
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/nagoya/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/hiroshima/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocadmechanical/course/?02=03_edu_adsk_210506_mech
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocadmechanical/course/?02=03_edu_adsk_210506_mech
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/suidoubashi/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/fukuoka/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_210506_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_210506_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/nagoya/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/hiroshima/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_210506_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_210506_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/suidoubashi/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/fukuoka/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_210506_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_210506_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/hiroshima/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_210506_inv
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinventor/?02=03_edu_adsk_210506_inv


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

α ラーニングセンター 

札幌 

水道橋 

大阪 

AEC 
Civil 3D 基礎・応用コ

ース 

ステップアップ可能な「基礎」と「応用」の 2 

コース（各 2日間）を開催しています。お得

なパックもご用意しています。 

α ラーニングセンター 

札幌 

水道橋 

大阪 

AEC 
InfraWorks 基礎コー

ス 

初心者の方を対象とした InfraWorksの基

本操作を 1日で習得できるコースです。。 

α ラーニングセンター 

札幌 

水道橋 

大阪 

AEC 
Navisworks 基礎コー

ス 

さまざまなデータの統合、干渉チェック・4D

シミュレーションなどの基本操作を 1日間で

学習します。お得なパックもご用意していま

す 

α ラーニングセンター 水道橋 AEC 
CIMモデリング速習コー

ス 

CIMモデリングの基本操作と各製品（Civil 

3D、InfraWorks、Revit、Navisworks）

の役割を 2日間で習得いただけます。 

α ラーニングセンター 
水道橋 

大阪 
AEC 

Revit 建築基本操作・

意匠設計コース 

各 1日コース、計 2日間で基本操作から建

築の意匠設計機能を学習します。お得なパ

ックもご用意しています。 

α ラーニングセンター 
水道橋 

大阪 
AEC 

Revit 建築構造設計コ

ース 

建築の構造設計機能を 1日間で学習しま

す。お得なパックもご用意しています。 

α ラーニングセンター 

札幌 

水道橋 

大阪 

AEC 
Revit 土木基礎・応用コ

ース 

各 1日コース、計 2日間で CIMモデル作

成のための、基本操作から応用機能を学習

します。お得なパックもご用意しています。 

α ラーニングセンター 水道橋 AEC 
Revit レンダリングコー

ス 

建築パース制作の一連の流れを 1日間で

学習します。お得なパックもご用意していま

す 

。 

α ラーニングセンター 
水道橋 

大阪 
AEC 

Revit ファミリ作成コー

ス 

ファミリ（部材）作成に必要な基本操作を 1

日間で学習します。お得なパックもご用意し

ています。 

 

α ラーニングセンター 水道橋 M&E 3ds Max 2021 速習 

わずか２日ではじめる 3ds Max 2021。基

礎的な操作から CG、アニメーション作成の

基本を学習します。 

 

https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/sapporo/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/suidoubashi/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/osaka/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocadcivil3d/?02=03_edu_adsk_210506_civ
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocadcivil3d/?02=03_edu_adsk_210506_civ
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/sapporo/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/suidoubashi/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/osaka/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinfraworks/?02=03_edu_adsk_220810_inf
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskinfraworks/?02=03_edu_adsk_220810_inf
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/sapporo/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/suidoubashi/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/osaka/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodesknavisworks/?02=03_edu_adsk_210506_nav
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodesknavisworks/?02=03_edu_adsk_210506_nav
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/suidoubashi/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/bimcim/?02=03_edu_adsk_210506_civ
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/bimcim/?02=03_edu_adsk_210506_civ
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/suidoubashi/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/osaka/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/suidoubashi/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/osaka/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/sapporo/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/suidoubashi/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/osaka/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/suidoubashi/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/suidoubashi/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/osaka/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodeskrevitarchitecture/?02=03_edu_adsk_210506_rev
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/map/suidoubashi/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autodesk3dsmax/?02=03_edu_adsk_210506_max


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

AO Studio（株式会

社スキルパワー） 

※ZOOM による講

座、企業研修の対応

いたします。 

南青山 
AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 機能・強化コ

ース 

AutoCAD（ビュー管理・UCS管理・最新バ

ージョンの機能強化されたワンポイント講

座）を学習します。 

AO Studio（株式会

社スキルパワー） 
南青山 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD ユーザー試

験対策講座 

AutoCAD ユーザー試験範囲の重要ポイン

ト解説、実技指導で応用力を強化します。 

AO Studio（株式会

社スキルパワー） 
南青山 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD プロフェッシ

ョナル試験対策講座 

AutoCAD プロフェッショナル試験範囲の重

要ポイント解説、実技指導で応用力を強化し

ます。 

AO Studio（株式会

社スキルパワー） 
南青山 AEC Revit 速習講座 

Revit 基本操作を中心に、レンダリング機

能まで短時間で学習します。 

AO Studio（株式会

社スキルパワー） 
南青山 AEC 

Revit ユーザー試験対

策講座 

Revit ユーザー試験範囲の重要ポイント解

説、実技指導で応用力を強化します。 

BIM Academy 

※現在、コロナ禍 の

ためオンサイトでの講

座は中止しています。 

渋谷 AEC Revit 基本講座 
3D モデリング等を学習します。未経験者、

基本操作を習得したい方におすすめです。 

BIM Academy 

 
渋谷 AEC Revit 総合講座 

ビジュアライゼーション、敷地の作成、ファミ

リの作成等について幅広く学習します。 

BIM Academy 渋谷 AEC Revit 1日講座 
未経験者で学習時間がとれない方におすす

めです。 

BIM Academy 渋谷 AEC 
Revit ユーザー試験 + 

対策講座 

公式の試験対策本を用いて対策講座を行

い、その後に Autodesk Revit ユーザー

試験を実施します。 

BIM プロフェッショナ

ルスクール 
赤坂 AEC 

Autodesk Revit 実践

講座 

ゼネコン・設計事務所の実案件で培ったノウ

ハウで BIM 教育をお手伝いします。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 入門出張研

修（全国出張） 

希望日時に対応。未経験の方に基本をじっく

り研修します。新入社員研修にもお薦め。 

http://182.48.0.168/aostudio/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9
http://ao-studio.tokyo/
http://ao-studio.tokyo/
http://182.48.0.168/aostudio/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9
http://ao-studio.tokyo/
http://ao-studio.tokyo/
http://182.48.0.168/aostudio/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9
http://ao-studio.tokyo/
http://ao-studio.tokyo/
http://182.48.0.168/aostudio/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9
http://ao-studio.tokyo/
http://182.48.0.168/aostudio/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9
http://ao-studio.tokyo/
http://ao-studio.tokyo/
http://www.algo.co.jp/
https://bimacademy.tokyo/
http://www.algo.co.jp/
https://bimacademy.tokyo/
http://www.algo.co.jp/
https://bimacademy.tokyo/
http://www.algo.co.jp/
https://bimacademy.tokyo/
https://bimacademy.tokyo/
https://www.paper-less-studio.net/
https://www.paper-less-studio.net/
https://www.paper-less-studio.net/
https://www.cadcil.jp/overview/access/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 個別入門講

座（大阪） 

希望日時に対応。AutoCAD未経験の方向

けに基本操作をじっくり講習します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 基礎出張研

修（全国出張） 

希望日時に対応。コマンドの応用から印刷ま

でを学習、全国各地対応の出張研修です。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 個別基礎講

座（大阪） 

希望日時に対応。コマンドの応用や印刷な

ど入門レベルよりも発展的な内容の講座で

す。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 実践出張研

修（全国出張） 

希望日時に対応。レイアウトや異尺度などお

好みのカリキュラムで出張研修を行います。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 個別実践講

座（大阪） 

希望日時に対応。レイアウト、異尺度、一括

処理などご要望に沿った学習をいたします。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 機械図面研

修（全国出張） 

希望日時に対応。部品図と組立図の手順を

学習し、図面作成の流れを習得できます。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 機械図面講

座（大阪） 

希望日時に対応。部品図と組立図の手順を

学習し、図面作成の流れを習得できます。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 

AutoCAD 

・LT 

国家検定テクニカルイラ

ストレーション CAD対策

（大阪又は全国出張） 

国家資格の技能検定「テクニカルイラストレ

ーション CAD」の試験対策を行います。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 

AutoCAD 

・LT 

AutoCADユーザー オ

ートデスク認定資格対策

講座 

限られた解答時間内に、素早く操作するた

めの方法を習得します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 

AutoCAD 

・LT 

AutoCADプロ オート

デスク認定資格対策講

座 

限られた解答時間内に、素早く操作するた

めの方法を習得します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 MFG 

Inventor 基礎出張研

修（全国出張） 

希望日時に対応。3Dモデリングの基本操

作から図面作成まで幅広く学習します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 MFG 

Inventor 個別基礎講

座（大阪） 

希望日時に対応。3Dモデリングの基本操

作から図面作成まで幅広く学習します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 MFG 

Inventor 応用出張研

修（全国出張） 

希望日時に対応。複雑な形状のモデリング

と、アセンブリの活用について学習します。 

https://www.cadcil.jp/overview/access/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/overview/access/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/overview/access/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/overview/access/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/overview/access/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/overview/access/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/overview/access/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/overview/access/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/overview/access/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/overview/access/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
https://www.cadcil.jp/
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ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 MFG 

Inventor 個別応用講

座（大阪） 

希望日時に対応。複雑な形状のモデリング

と、アセンブリの活用について学習します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 MFG 

Inventor プロ オート

デスク認定資格対策講

座 

限られた解答時間内に、素早く操作するた

めの方法を習得します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 MFG 

Fusion 360 入門出張

研修（全国出張） 

希望日時に対応。基本操作から各種設定、

3D データ書き出しまで幅広く学習します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 MFG 

Fusion 360 個別入門

講座（大阪） 

希望日時に対応。基本操作から各種設定、

3Dデータ書き出しまで幅広く学習します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 MFG 

Fusion 360 基礎 製造

業向け出張研修（全国出

張） 

製造業で 3D CAD を導入しようと考えてい

る方に、使える機能に重点をおいた講習で

す。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 MFG 

Fusion 360 基礎 製造

業向け個別講座（大阪） 

製造業で 3D CAD を導入しようと考えてい

る方に、使える機能に重点をおいた講習で

す。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 MFG 

Fusion 360ユーザー  

オートデスク認定資格対

策講座 

限られた解答時間内に、素早く操作するた

めの方法を習得します。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 MFG 

AutoCAD Mechanical 

基礎出張研修（全国）  

希望日時対応。画層の説明と機械要素の作

成等メカニカル特有の操作を習得できます。 

CADCIL（株式会社ニ

テコ図研） 
大阪 MFG 

AutoCAD Mechanical 

個別基礎講座（大阪） 

希望日時対応。画層の説明と機械要素の作

成等メカニカル特有の操作を習得できます。 

J-CTEC（東京・名古

屋・大阪） 

田町 

名古屋 

大阪 

AutoCAD 

・LT 
AutoCAD基礎コース 

AutoCADの基本操作から応用的な作図ま

で幅広く学習します。 

MHI NS エンジ 

CAD 研修センター 
神戸 AutoCAD 

AutoCAD 基礎コース

（2日間） 

AutoCAD の一連の基本操作を習得し、便

利な機能を活用して効率的に作図できるコ

ースです。1日目のみ・2日目のみの受講

が可能です。 

 

https://www.cadcil.jp/overview/access/
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https://www.cadcil.jp/
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https://www.cadcil.jp/
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https://j-ctec.jp/facility/tokyo/
https://j-ctec.jp/facility/nagoya/
https://j-ctec.jp/facility/osaka/
https://j-ctec.jp/
https://www.mhi-nseng.co.jp/cad/access/index.html
https://www.mhi-nseng.co.jp/cad/training/index.html
https://www.mhi-nseng.co.jp/cad/training/index.html


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

MHI NS エンジ 

CAD 研修センター 
神戸 AutoCAD 

AutoCAD 基礎コース

（1日目） 

AutoCAD の基本操作・作図・修正の操作

を習得できるコースです。（寸法記入や印刷

は 2日目に実施） 

MHI NS エンジ 

CAD 研修センター 
神戸 AutoCAD 

AutoCAD 基礎コース

（2日目） 

AutoCADの便利な機能を活用して効率的

に異尺度混在の機械図面を作成するコース

です。（作図・修正の操作説明は 1日目に

実施） 

MHI NS エンジ 

CAD 研修センター 
神戸 AutoCAD 

AutoCAD 基礎ゆっくり

コース（3日間） 

通常の AutoCAD基礎(2日間）の内容を 3

日間でゆっくり学習するコースです。図面を

作成する流れを繰り返し演習で確認します。 

MHI NS エンジ 

CAD 研修センター 
神戸 AutoCAD AutoCAD 演習コース 

基礎の内容の実践的な使い方や機械図面

の「バラシ」など効率的な作図操作を解説し

ます。 

MHI NS エンジ 

CAD 研修センター 
神戸 AutoCAD AutoCAD 応用コース 

2Dで利用できる幾何拘束や寸法拘束の使

い方、標準部品などサイズ違いの形状を挿

入、また、簡単に利用できるカスタマイズ機

能など、便利機能を学習するコースです。 

MHI NS エンジ 

CAD 研修センター 
神戸 AutoCAD 

AutoCAD ピンポイント

講習 

1つの機能を 2時間で学べます。全 4 コー

ス。基礎コースではご紹介しきれないけれ

ど、日々効率化を目指せるコツ技をご紹介し

ます。 

MHI NS エンジ 

CAD 研修センター 
神戸 AutoCAD AutoCADパック受講 

基礎コース（2日間）、演習、応用を一度に

お申込み頂くと、お特にご受講が可能です。 

MHI NS エンジ 

CAD 研修センター 
神戸 MFG 

Inventor 基礎コース

（2日間） 

Inventorを初めて使う方に向けた、概要や

基本操作を学ぶ導入時教育です。 

MHI NS エンジ 

CAD 研修センター 
神戸 MFG 

Inventor ステップアッ

プコース 

Inventorをより活用するための機能を学

習するコースです。 
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3A CAD スクール 赤羽 AEC Revit 集中講座 
Revit の基本操作から応用的な作図まで幅

広く学習します。 

アットキャド東京第 2

オフィス 
新宿 

AutoCAD 

・LT 
AutoCAD 基本講座 

AutoCAD の基本操作を習得できるコース

です。（1日コース・2日コース） 

アットキャド東京第 2

オフィス 
新宿 AEC 

Autodesk Revit 基本

講座 

Revitの基本操作からファミリ作成・Revit

ユーザー資格取得までを学習します。 

伊丹市立産業・情報

センターパソコン教室

たみぱそ 

伊丹 
AutoCAD 

・LT 

AutoCAD ベーシックコ

ース 

AutoCAD の基本操作から作図までを学習

します。 

株式会社 VOST 

神田 

金山 

堺筋本町 

AutoCAD 

・LT 

ビズロード AutoCAD

基礎セミナー 

AutoCADの基本操作からパラメトリックま

で幅広く学習します。 

株式会社 VOST 

神田 

金山 

堺筋本町 

MFG 
スリプリ Fusion 360 

マスターコース 

Fusion 360 の基本操作から応用的なモデ

リングまで幅広く学習します。 

株式会社 VOST 

神田 

金山 

堺筋本町 

MFG 
スリプリ Fusion 360 

ベーシックコース 

Fusion 360 の基本操作から応用的なモデ 

リングまで幅広く学習します。 

株式会社 VOST 

神田 

金山 

堺筋本町 

MFG 
スリプリ Fusion 360 

アドバンスコース 

Fusion 360 の基本操作から応用的なモデ 

リングまで幅広く学習します。 

株式会社 VOST 

神田 

金山 

堺筋本町 

MFG 
スリプリ Fusion 360 

エキスパートコース 

Fusion 360 のアセンブリ、スキャンデータ

の活用などを学習します。 

株式会社 VOST 

神田 

金山 

堺筋本町 

MFG 
スリプリ Fusion 360 

CNC コース 

Fusion 360 の CAM機能を使用して、

CNC 加工について学習します。 

株式会社 VOST 神田 AEC 

ビズロード 建築

3DCAD Revit 入門セ

ミナー 

建物一棟を作成しながら Revit の基本操

作を習得できるセミナーです。 

     

https://3a-jp.net/company/index.php
https://3a-jp.net/
http://www.at-cad.co.jp/about/access.html
http://www.at-cad.co.jp/
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http://www.at-cad.co.jp/
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https://tamipaso.com/lesson/acad
https://tamipaso.com/lesson/acad
https://bizroad-svc.com/autocad/#access
https://bizroad-svc.com/autocad/#access
https://bizroad-svc.com/autocad/#access
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https://3d-printer-house.com/3dcam-fusion360/
https://3d-printer-house.com/3dcam-fusion360/
https://3d-printer-house.com/3dcam-fusion360/
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https://bizroad-svc.com/revit/


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

株式会社 CADist 横浜 MFG 
Fusion 360 基本操作

コース 

基本的なモデリングや操作方法をレクチャー

するコースです。(WEB講習可) 

株式会社 CADist 横浜 MFG 
Fusion 360 応用操作

コース 

応用的なモデリングや、作図等の操作をレク

チャーするコースです。(WEB講習可) 

株式会社 CADist 横浜 MFG 
Fusion 360 シートメタ

ルコース 

シートメタルモデリングと、関連する応用操

作をレクチャーするコースです。 

株式会社 CADist 横浜 MFG 
Fusion 360 スカルプト

モデルコース 

スカルプトモデリングと、関連する応用操作

をレクチャーするコースです。 

株式会社 CADist 横浜 MFG 

Fusion 360 3D プリン

タ実践コース 

※現在コロナ禍の為、受

講を中止しております。

詳細は弊社 HPまで。 

3D プリンタ出力の実際のフローを体験する

コースです。(要：基本操作コース受講) 

株式会社 CADist 横浜 MFG 
Inventor 基本操作コ

ース 

基本的なモデリングや作図等の基本機能を

レクチャーするコースです。(出張講習可) 

株式会社 CADist 横浜 MFG 
Inventor 応用操作コ

ース 

Inventor独自の専門的な機能をレクチャ

ーするコースです。(出張講習可) 

株式会社 CADネット

ワークサービス 
銀座 AEC Revit基礎コース 

Revitの基本操作を建物モデルを作成しな

がら学習します。 

株式会社 CADネット

ワークサービス 
銀座 AEC 

Revit ファミリ作成コー

ス 

Revitのファミリの基本操作を学習します。

家具やタグのファミリの作成演習も含みま

す。 

株式会社 CADネット

ワークサービス 
銀座 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD／AutoCAD 

LT基礎コース 

AutoCAD／AutoCAD LTの基本操作を

学習します。平面図の作成演習も含みま

す。 

株式会社 CADネット

ワークサービス 
銀座 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD／AutoCAD 

LT中級コース 

AutoCAD／AutoCAD LTの便利な機能

を学習します。 
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https://cadist.co.jp/about
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株式会社コステック 大阪 
AutoCAD 

・LT 
AutoCAD トライコース 

AutoCAD 初心者の方のコースです。基本

を短期にマンツーマンで指導します。 

株式会社コステック 大阪 
AutoCAD 

・LT 

AutoCAD 3D 基礎コー

ス 

AutoCAD の基本のある方に、3次元の基

本を講習する短期マンツーマンコース。 

株式会社コステック 大阪 MFG 
Autodesk Inventor 

コース 

Inventor 初心者の方のコースです。基礎

からマンツーマンで指導します。 

株式会社コステック 大阪 MFG 
AutoCAD Mechanical

コース 

AutoCAD Mechanical 初心者の方のコー

スです。基礎からマンツーマンで指導しま

す。 

株式会社コステック 大阪 MFG 
Fusion 360 トライコー

ス 

Fusion 360 初心者の方のコースです。基

礎からマンツーマンで指導します。 

株式会社三友エンジ

ニア 
山形 AEC Civil 3Dの実務 講座 

Civil 3Dを実務でどう使いこなすか学習を

します。 

株式会社三友エンジ

ニア 
山形 M&E 3ds Max 講座 

3ds Max の基本操作と 3ds Max ででき

ることを幅広く学習します。 

株式会社 CAE ソリュ

ーションズ 
飯田橋 MFG 

Inventor Simulation 

構造解析（日本機械学会

計算力学技術者認定対

象コース） 

構造静解析、固有値解析と最適化の基本知

識と解析機能の操作を習得します。 

株式会社 CAE ソリュ

ーションズ 
飯田橋 MFG 

Inventor Simulation 

機構解析 

ダイナミックシミュレーションを用いて機構解

析の理論と解析機能の操作を習得します。 

株式会社 CAE ソリュ

ーションズ 
飯田橋 MFG 

Autodesk CFD 基礎

（※日本機械学会計算力

学技術者認定対象コー

ス） 

Autodesk CFD を用いて熱流体解析を行

う為の操作方法の習得と演習を行います。 

株式会社 CAE ソリュ

ーションズ 

 

飯田橋 MFG 
Moldflow Adviser 

Premium 

 

熱可塑性樹脂による充填プロセスシミュレー

ションについて習得します 

 

https://www.costech.co.jp/company/
https://www.costech.co.jp/school/
https://www.costech.co.jp/company/
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https://www.cae-sc.com/corporate/access.html
https://www.cae-sc.com/school/inventor-simulation-motion.html
https://www.cae-sc.com/school/inventor-simulation-motion.html
https://www.cae-sc.com/corporate/access.html
https://www.cae-sc.com/school/autodesk_simulation_cfd_basi.html
https://www.cae-sc.com/school/autodesk_simulation_cfd_basi.html
https://www.cae-sc.com/school/autodesk_simulation_cfd_basi.html
https://www.cae-sc.com/school/autodesk_simulation_cfd_basi.html
https://www.cae-sc.com/corporate/access.html
https://www.cae-sc.com/school/moldflow-adviser-basic.html
https://www.cae-sc.com/school/moldflow-adviser-basic.html


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

株式会社 CAE ソリュ

ーションズ 
飯田橋 MFG 

Moldflow Adviser 

Ultimate 

射出成形プロセスシミュレーションの冷却、

保圧、反り解析について習得します。 

株式会社 CAE ソリュ

ーションズ 
飯田橋 MFG 

Moldflow Insight 

Standard/PremiumⅠ 

熱可塑性樹脂による充填・保圧問題解決シ

ミュレーションについて習得します。 

株式会社 CAE ソリュ

ーションズ 
飯田橋 MFG 

Moldflow Insight 

Standard/PremiumⅡ 

熱可塑性樹脂による冷却・反り問題解決シミ

ュレーションについて習得します。 

株式会社 CAE ソリュ

ーションズ 
飯田橋 MFG 

Moldflow Insignt 

PremiumⅢ 

成形現象をより解析検証するシミュレーショ

ン操作法と結果活用法について習得しま

す。 

株式会社 CAE ソリュ

ーションズ 
飯田橋 MFG 

Autodesk Nastran 

In-CAD 基礎 

Inventor と統合されている、Autodesk 

Nastran In-CAD を用いて静解析の操作

を習得します。 

株式会社 CAE ソリュ

ーションズ 
飯田橋 MFG 

Autodesk Nastran 

In-CAD 応用 

固有値、周波数応答、座屈、熱伝導及び熱

応力解析の操作を習得します。 

株式会社シーキュー

ブ 
新潟 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD / LT 基本操

作講習 

AutoCAD の作図・編集から印刷・初期設

定まで実務的な基本を習得します。 

株式会社シーキュー

ブ 
新潟 AEC Revit基本操作講習 

建築専用 3D ソフト「Revit（レビット）」で、

3D モデル作成～2D図面までの基本プロ

セスを習得します。 

株式会社 Too 虎ノ門 MFG Alias 基本トレーニング 
Aliasの基本操作を学習します。オンライン

での参加も可能です。 

株式会社 Too 虎ノ門 MFG Maya 基本トレーニング 
Mayaの基本操作を学習します。オンライン

での参加も可能です。 

株式会社 Too 虎ノ門 MFG 
3ds Max 基本トレーニ

ング 

3ds Maxの基本操作を学習します。オンラ

インでの参加も可能です。 

 

 

    

https://www.cae-sc.com/corporate/access.html
https://www.cae-sc.com/school/moldflow-adviser-advanced.html
https://www.cae-sc.com/school/moldflow-adviser-advanced.html
https://www.cae-sc.com/corporate/access.html
https://www.cae-sc.com/school/moldflow-insight-standard-premium1.html
https://www.cae-sc.com/school/moldflow-insight-standard-premium1.html
https://www.cae-sc.com/corporate/access.html
https://www.cae-sc.com/school/moldflow-insight-standard-premium1.html
https://www.cae-sc.com/school/moldflow-insight-standard-premium1.html
https://www.cae-sc.com/corporate/access.html
https://www.cae-sc.com/school/moldflow-insight-premium3.html
https://www.cae-sc.com/school/moldflow-insight-premium3.html
https://www.cae-sc.com/corporate/access.html
https://www.cae-sc.com/school/autodesk-nastran-in-cad-basic.html
https://www.cae-sc.com/school/autodesk-nastran-in-cad-basic.html
https://www.cae-sc.com/corporate/access.html
https://www.cae-sc.com/school/autodesk-nastran-in-cad-advanced.html
https://www.cae-sc.com/school/autodesk-nastran-in-cad-advanced.html
https://www.ccube.co.jp/company/office
https://www.ccube.co.jp/
https://www.ccube.co.jp/
https://www.ccube.co.jp/company/office
https://www.ccube.co.jp/
https://www.too.com/company/map.html#toranomon
http://www.too.com/product/software/cgcad/training/
https://www.too.com/company/map.html#toranomon
http://www.too.com/product/software/cgcad/training/
https://www.too.com/company/map.html#toranomon
http://www.too.com/product/software/cgcad/training/
http://www.too.com/product/software/cgcad/training/


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

株式会社悳 PCM 盛岡 
AutoCAD 

・LT 
AutoCAD 基礎 

オブジェクトの作成、編集、画層管理、印刷

方法 

株式会社悳 PCM 盛岡 
AutoCAD 

・LT 
AutoCAD 応用 

機械部品、建築図面の課題演習を通して、

応用的な操作演習、（ダイナミックブロック、

テンプレート作成） 

株式会社悳 PCM 盛岡 AEC 建築意匠設計 基本編 
外構、レベルと通り芯、建築プラン、集計表

と図面、レンダリングとウォークスルー 

株式会社悳 PCM 盛岡 AEC 建築意匠設計 応用編 
マス、ファミリ作成、デザインオプション、図

面作成、ワークシェアリング、他 

株式会社悳 PCM 盛岡 AEC 
土木 3次元講習（地形-

道路-橋梁-統合編） ① 

Infraworks による概略モデル作成と

Civil3Dによる地形、道路作成等の講習

（Infraworks、Civil 3D） 

株式会社悳 PCM 盛岡 AEC 
土木 3次元講習（地形-

道路-橋梁-統合編） ② 

橋梁モデル作成と、部材数量算出、属性付

与等の講習（Civil3D、Revit） 

株式会社悳 PCM 盛岡 AEC 
土木 3次元講習（地形-

道路-橋梁-統合編） ③ 

統合モデル作製による施工ステップ、走行シ

ミュレーション動画等の作成講習

（Navisworks、Infraworks） 

株式会社悳 PCM 盛岡 M&E 

土木・建築 3次元のた

めの 3dsMax 講習（モ

デリング編、ライティング

編） 

モデリング：自動車走行、街灯、道路標示、

ガードレール、既存橋梁作成、マテリアル：

UVマッピング演習、ライティング：標準ライ

ト、フォトメトリックライト（Revit連携） 

株式会社悳 PCM 盛岡 M&E 

土木・建築 3次元のた

めの 3dsMax 講習(ア

ニメーション編) 

アニメーション：キーフレームの作成、コンス

トレイント基礎、リンクパス車走行、フライオ

ーバー、トラックビュー、階層、重機アニメー

ション演習 

株式会社ボーンデジ

タル 
九段下 MFG 

Fusion 360 3D CAD 

基礎講座（2日間） 

Fusion 360 で 3D 設計の基本のプロセ

スからアセンブリまで一連の流れを学習しま

す。 

 

株式会社ボーンデジ

タル 
九段下 MFG 

-FirstContact- 

Fusion 360 体験講座 

～デザインから 3Dプリ

ントまで～ 

3D プリンターで書き出すモデルの制作工

程を体験いただけます。 

https://www.tokupcm.com/profile-1/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/profile-1/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/profile-1/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/profile-1/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/profile-1/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/profile-1/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/profile-1/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/profile-1/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/profile-1/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.tokupcm.com/%E8%AC%9B%E7%BF%92-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/
https://www.borndigital.co.jp/access
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8711.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8711.html
https://www.borndigital.co.jp/access
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

株式会社ボーンデジ

タル 
九段下 MFG 

-FirstContact- 

Fusion 360 体験講座 

～機械部品作成からア

センブリ～ 

部品のモデリングからアセンブリの作成を体

験いただけます。 

株式会社ボーンデジ

タル 
九段下 M&E 

3ds Max スタートアップ 

トレーニング 

3DCGの基本的な概念も学びながら 3ds 

Maxの基本的な使い方を学んで参ります。 

株式会社ボーンデジ

タル 
九段下 M&E 

3ds Max スタートアップ 

トレーニング（2～3日

間） 

3ds Max の基本操作を学ぶ Basic コー

ス(2日)に加えて、業種に合わせた Step 

up コース(各 1日)も追加できます。 

株式会社ボーンデジ

タル 
九段下 M&E 

Maya スタートアップ ト

レーニング 

3DCGの基本的な概念も学びながらMaya

の基本的な使い方を学んで参ります。 

株式会社ボーンデジ

タル 
九段下 M&E 

Maya スタートアップ ト

レーニング（3日間） 

基本操作、モデリング、質感、アニメーショ

ン、ライティングを、初心者にもわかりやすく

学んで頂けます。 

株式会社ボーンデジ

タル 
九段下 M&E 

Mudbox スタートアップ 

トレーニング 

ペンタブレットを使ってモデリング、質感設定

を行う一連の流れを学習いただけます。 

株式会社ボーンデジ

タル 
九段下 M&E 

Shotgun スタートアップ

トレーニング 

Shotgunの初心者を対象にしたプロジェク

トデータ作成のトレーニングです。 

株式会社ボーンデジ

タル 
九段下 M&E 

Shotgun スタートアップ

トレーニング 

Shotgunの初心者を対象にしたプロジェク

トデータ作成のトレーニングです。 

株式会社ボーンデジ

タル 
九段下 M&E 

-First Contact- 3ds 

Max 体験講座～CAD

ユーザー向け 

各種 CAD データを 3ds Max でリアリテ

ィ溢れるビジュアライズするワークフローを

体験します。 

株式会社ボーンデジ

タル 
九段下 M&E 

-First Contact- 3ds 

Max 体験講座～エンタ

ーテインメント 

3ds Max によるメディア＆エンターテイメン

ト業界での最初から最後までを短時間でご

体験頂けます。 

株式会社ボーンデジ

タル 
九段下 M&E 

-First Contact- Maya 

体験講座 

Maya によるメディア＆エンターテイメント業

界での最初から最後までを短時間でご体験

頂けます。 

株式会社ボーンデジ

タル 
九段下 M&E 

-FirstContact- 

Mudbox 体験講座 

Mudbox の一連の作業の流れを体験する

ことで 3Dの世界が身近に感じられるように

なります。 

https://www.borndigital.co.jp/access
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/access
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8694.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8694.html
https://www.borndigital.co.jp/access
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8671.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8671.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8671.html
https://www.borndigital.co.jp/access
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8671.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8671.html
https://www.borndigital.co.jp/access
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8671.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8671.html
https://www.borndigital.co.jp/access
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8699.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8699.html
https://www.borndigital.co.jp/access
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8945.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8945.html
https://www.borndigital.co.jp/access
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8945.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/8945.html
https://www.borndigital.co.jp/access
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/access
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/access
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/access
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html
https://www.borndigital.co.jp/seminar/5796.html


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

郡山 CAD教室 福島 
AutoCAD 

・LT 
AutoCAD 入門①講座 

基本コースを分けた内容で、入門的な作図

操作や設定方法を学習します。 

郡山 CAD教室 福島 
AutoCAD 

・LT 
AutoCAD 入門②講座 

基本コースを分けた内容で、効率的な作図

操作や設定方法を学習します。 

郡山 CAD教室 福島 
AutoCAD 

・LT 
AutoCAD 基礎講座 

入門的内容から効率的な作図操作、設定方

法を総合学習します。 

コンピー塾（株式会社

バーチャルユニバー

シティ） 

代々木 M&E 
3DCG/Maya 講座（基

礎・入門編） 

3DCG技術と基本的なMayaの使い方が

しっかり学べる習得できる入門＆基礎コース

です。 

コンピー塾（株式会社

バーチャルユニバー

シティ） 

代々木 M&E 
3DCG/Maya 講座（応

用編） 

Mayaの基本操作を習得し、よりリアルな

CGを作るための知識や操作を学ぶ応用コ

ースです。 

コンピー塾（株式会社

バーチャルユニバー

シティ） 

代々木 M&E 

Photoshop機能活⽤シ

リーズ 3DCGテクスチ

ャ作成講座 

Photoshop とMayaを組み合わせて、テク

スチャの質感と模様を意のままに表現する

テクスチャ作成講座。 

湘南技術センター株

式会社 
横浜 MFG 

Inventor 基礎トレーニ

ングコース 
Inventor の基本操作を学習します。 

湘南技術センター株

式会社 
横浜 MFG 

Inventor 応用トレーニ

ングコース 

Inventor の基礎コース修了後から応用操

作までの技術を学習します。 

湘南技術センター株

式会社 
横浜 MFG 

Inventor 実践トレーニ

ングコース 

Inventor の応用コース修了後から実務に

向けた実践操作技術を学習します。 

湘南技術センター株

式会社 
横浜 MFG 

AutoCAD Mechanical 

基礎トレーニングコース 

AutoCAD Mechanical の基本操作を学

習します。 

ダイ・キャリア（株式会

社大設計） 
福岡 

AutoCAD 

・LT 
CAD オペレーター講座 

AutoCAD の基礎講座です。作図に必要な

機能・製図の基礎を学習します。 

ダイ・キャリア（株式会

社大設計） 
福岡 

AutoCAD 

・LT 

CAD オペレーター講座

（上級） 

AutoCAD使用経験者向けの応用講座で

す。設定や各種応用機能などを深く学習しま

す。 

 

 

    

https://www.i-tore-su.com/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A6%82%E8%A6%81
https://www.i-tore-su.com/
https://www.i-tore-su.com/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A6%82%E8%A6%81
https://www.i-tore-su.com/
https://www.i-tore-su.com/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A6%82%E8%A6%81
https://www.i-tore-su.com/
http://compy-school.com/access/
http://compy-school.com/2018/10/21/3dcg-maya%e8%ac%9b%e5%ba%a7/#mContents01
http://compy-school.com/2018/10/21/3dcg-maya%e8%ac%9b%e5%ba%a7/#mContents01
http://compy-school.com/access/
http://compy-school.com/2018/10/21/3dcg-maya%e8%ac%9b%e5%ba%a7/#mContents02
http://compy-school.com/2018/10/21/3dcg-maya%e8%ac%9b%e5%ba%a7/#mContents02
http://compy-school.com/access/
http://compy-school.com/2020/03/16/texture_ps/
http://compy-school.com/2020/03/16/texture_ps/
http://compy-school.com/2020/03/16/texture_ps/
http://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/02-05.html
http://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/01-09.html
http://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/01-09.html
http://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/02-05.html
http://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/01-09.html
http://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/01-09.html
http://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/02-05.html
http://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/01-09.html
http://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/01-09.html
http://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/02-05.html
http://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/01-09.html
http://www.shonan-gijyutsuc.co.jp/01-09.html
http://daisekkei.co.jp/company.html
http://www.daisekkei.co.jp/
http://daisekkei.co.jp/company.html
http://www.daisekkei.co.jp/
http://www.daisekkei.co.jp/


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

ダイ・キャリア（株式会

社大設計） 
福岡 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD プロフェッシ

ョナル試験対策ゼミ 
資格取得のための集中対策講座です。 

ダイ・キャリア（株式会

社大設計） 
福岡 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD ユーザー試

験対策ゼミ 
資格取得のための集中対策講座です。 

ダイ・キャリア（株式会

社大設計） 
福岡 AEC Revit 基礎講座 

Revit初心者向け講座です。モデリングの

基本から企画提案ツールまで、幅広く学習し

ます。 

テクニカルスタッフ テ

クニカルトレーニング

センター 

名古屋 
AutoCAD 

・LT 
AutoCAD 2021 基礎 

基本操作から実業務に基づく実践的な操作

方法をマンツーマンで習得できます。 

テクニカルスタッフ テ

クニカルトレーニング

センター 

名古屋 MFG 
Mechanical 2021 基

礎 

基本操作から機械設計の効率的な CAD活

用をマンツーマンで習得できます。 

テクニカルスタッフ テ

クニカルトレーニング

センター 

名古屋 MFG Inventor 2021 基礎 
基本操作から実業務に基づく図面作成方法

までをマンツーマンで学べます。 

テクニカルスタッフ テ

クニカルトレーニング

センター 

名古屋 AEC Revit 2021 基礎 

基本操作、外溝、建築物、集計表、レンダリ

ング、各種図面作成等を幅広く習得できま

す。 

東京デザインプレック

ス研究所 
渋谷 M&E 

3ds Max デザインコー

ス 

3ds Max を基礎から実践レベルまで習得

し建築 3DCG パース作品を創り上げま

す。 

パーソルテンプスタッ

フ 大阪 CAD トレー

ニングセンター 

大阪 
AutoCAD 

・LT 

ブランクブラッシュアップ

研修 

【ブランクのある方向け・スキルアップしたい

方向け】 

「復習編」「応用編」2 コースのプログラムで

す。 

パーソルテンプスタッ

フ 大阪 CAD トレー

ニングセンター 

大阪 Revit Revit基本操作研修 
【建築図面作図経験のある方向け】BIM ソ

フト、Revit の基本操作研修 2 日間です。 

 

 

    

http://daisekkei.co.jp/company.html
http://www.daisekkei.co.jp/
http://www.daisekkei.co.jp/
http://daisekkei.co.jp/company.html
http://www.daisekkei.co.jp/
http://www.daisekkei.co.jp/
http://daisekkei.co.jp/company.html
http://www.daisekkei.co.jp/
http://www.t-sta.co.jp/images/map-nagoya.pdf
http://www.t-sta.co.jp/cad-center/
http://www.t-sta.co.jp/images/map-nagoya.pdf
http://www.t-sta.co.jp/cad-center/
http://www.t-sta.co.jp/cad-center/
http://www.t-sta.co.jp/images/map-nagoya.pdf
http://www.t-sta.co.jp/cad-center/
http://www.t-sta.co.jp/images/map-nagoya.pdf
http://www.t-sta.co.jp/cad-center/
https://www.tokyo-designplex.com/
https://www.tokyo-designplex.com/c3/?ID=ao&bd&w&00001
https://www.tokyo-designplex.com/c3/?ID=ao&bd&w&00001
https://goo.gl/maps/btjFXeTj6veU45cY8
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-05
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-05
https://goo.gl/maps/btjFXeTj6veU45cY8
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-07/


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

パーソルテンプスタッ

フ 大阪 CAD トレー

ニングセンター 

大阪 

AEC 

Collection 

CIM研修 

【土木向け】「Civil3D」「Navisworks」の入

門研修。 地形作成や 4Dシミュレーションを

おこないます。 

パーソルテンプスタッ

フ 大阪 CAD トレー

ニングセンター 

大阪 

Revit 

AutoCAD 

オートデスク認定資格プロ

グラム（Revit Architecture

ユーザー,AutoCADユーザ

ー） 

Revitユーザー・AutoCADユーザー資格

取得を目指した試験対策用講座です。 

パーソルテンプスタッ

フ 東京 CAD トレー

ニングセンター 

渋谷 
AutoCAD 

・LT 

ブランクブラッシュアップ

研修 

【ブランクのある方向け・スキルアップしたい

方向け】 

「復習編」「応用編」2 コースのプログラムで

す。 

パーソルテンプスタッ

フ 東京 CAD トレー

ニングセンター 

渋谷 Revit Revit基本操作研修 
【建築図面作図経験のある方向け】BIM ソ

フト、Revit の基本操作研修 2 日間です。 

パーソルテンプスタッ

フ 東京 CAD トレー

ニングセンター 

渋谷 
AEC 

Collection 

CIM研修 

【土木向け】「Civil3D」「Navisworks」の入

門研修。 地形作成や 4Dシミュレーションを

おこないます。 

パーソルテンプスタッ

フ 東京 CAD トレー

ニングセンター 

渋谷 
Revit 

AutoCAD 

オートデスク認定資格プロ

グラム（Revit Architectureユ

ーザー,AutoCADユーザー） 

Revitユーザー・AutoCADユーザー資格

取得を目指した試験対策用講座です。 

HAJIME BIM 

Communication 

(株式会社 基設計) 

箕面 Revit 施工現場で「使う」Revit 
Revitの基本を理解して、「使う」ことを目的

とした学習コースです。 

HAJIME BIM 

Communication 

(株式会社 基設計) 

箕面 Revit Revit基礎コース 
ATC限定テキストを使って Revitの基礎を

学習します。 

HAJIME BIM 

Communication 

(株式会社 基設計) 

箕面 Revit 
Revitと施工図の基本講

座 

施工図の基本を学びながら Revitを学習し

ます。 

パソコンスクール ア

ビバ 

会場一覧は

こちら 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD アドバンス

（建築） 講座 

建築分野の作図に役立つ操作方法・機能を

学習するコースです。 

 

https://goo.gl/maps/btjFXeTj6veU45cY8
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-15/
https://goo.gl/maps/btjFXeTj6veU45cY8
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-17/
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-17/
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-17/
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-17/
https://goo.gl/maps/VcHsG1BaTXNYjwSd8
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-05
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-05
https://goo.gl/maps/VcHsG1BaTXNYjwSd8
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-07/
https://goo.gl/maps/VcHsG1BaTXNYjwSd8
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-15/
https://goo.gl/maps/VcHsG1BaTXNYjwSd8
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-17/
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-17/
https://www.tempstaff.co.jp/staff/skillup/purpose/caddtp/course-17/
https://www.hajimesekkei.co.jp/
https://www.hajimesekkei.co.jp/school/
https://www.hajimesekkei.co.jp/
https://www.hajimesekkei.co.jp/school/
https://www.hajimesekkei.co.jp/
https://www.hajimesekkei.co.jp/school/
https://www.hajimesekkei.co.jp/school/
https://www.aviva.co.jp/avivapro_cad/index.html
https://www.aviva.co.jp/avivapro_cad/index.html


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

パソコンスクール ア

ビバ 

会場一覧は

こちら 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD アドバンス

（機械） 講座 

機械分野の作図に役立つ操作方法・機能、

3D製図について学習するコースです。 

パソコンスクール ア

ビバ 

会場一覧は

こちら 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD ユーザー試

験対策講座 

AutoCAD ユーザー試験の受験に必要な

操作スキルを学習する講座です。 

パソコンスクール ア

ビバ 

会場一覧は

こちら 
MFG 

Fusion 360 ベーシック

講座 

Fusion 360 の基本操作や基本機能を学

習するコースで、3D CAD 初学者におすす

めです。 

パソコンスクール ア

ビバ 

会場一覧は

こちら 
MFG 

Fusion 360 アドバンス 

インダストリアルデザイン

講座 

Fusion 360 でインダストリアルデザインを

行いたい方におすすめのコースです。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 

AutoCAD 

・LT 

やさしく学べる

AutoCAD入門（対面） 

先着自由予約制。AutoCADの設定、作

図、編集、印刷を学習。質疑応答時間含む。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 

AutoCAD 

・LT 

しっかり身につく

AutoCAD基礎（対面） 

先着自由予約制。AutoCAD図面変更業務

の改善・効率化。質疑応答時間含む。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 

AutoCAD 

・LT 

な る ほ ど 楽 し い

AutoCAD演習（対面） 

先着自由予約制。AutoCAD機械・建築図

面のブロックやレイアウトの活用を習得。質

疑応答時間含む。 

 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD実務あるある

課題解決（対面） 

先着自由予約制。ご要望に沿った課題でお

好みの内容に、カスタマイズ。要事前打合

せ。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 

AutoCAD 

・LT 

AutoCAD基礎レベル評

価演習（対面） 

先着自由予約制。AutoCAD習熟レベルの

評価となる Autodesk認定トレーニング。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 

AutoCAD 

・LT 

AutoCADプロフェッショ

ナル講座（対面） 

先着自由予約制。AutoCAD実践的な編

集・確認・計測等を習得。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 

AutoCAD 

・LT 

2次元 CAD利用技術

者 機械 1級トレーニン

グ 

先着自由予約制。AutoCADの機械図面作

図・編集に特化したトレーニング。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 

AutoCAD 

・LT 

2次元 CAD利用技術

者 機械 1級トレーニン

グ 

先着自由予約制。オンライン対面で

AutoCADの機械図面作図・編集に特化し

たトレーニング。事前接続テスト 1回 30分

程度（無料）。 

https://www.aviva.co.jp/avivapro_cad/index.html
https://www.aviva.co.jp/avivapro_cad/index.html
https://www.aviva.co.jp/avivapro_cad/index.html
https://www.aviva.co.jp/avivapro_cad/index.html
https://www.aviva.co.jp/avivapro_cad/index.html
https://www.aviva.co.jp/avivapro_cad/index.html
https://www.aviva.co.jp/avivapro_cad/index.html
https://www.aviva.co.jp/avivapro_cad/index.html
https://www.aviva.co.jp/avivapro_cad/index.html
https://pc-work.co.jp/company-info/access/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/company-info/access/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/company-info/access/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/company-info/access/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/company-info/access/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/company-info/access/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/company-info/access/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/company-info/access/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 

AutoCAD 

・LT 

建築 CAD 検定 3・2 級

トレーニング（対面） 

先着自由予約制。3級（階段・建具・躯体・寸

法４図面を２時間）２級（平面詳細図・立面図

を５時間）で作図。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 MFG 

Inventor 基礎トレーニ

ング（対面） 

先着自由予約制。Inventorの基本操作を

マスター。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 MFG 

Inventor 応用トレーニ

ング（対面） 

先着自由予約制。Inventorより実務的な

操作体験を幅広く学習。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 MFG 

Inventor プロフェッショ

ナル講座（対面） 

先着自由予約制。Inventorの実務者向け

の課題を演習。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 MFG 

直観的でわかりやすい

Fusion 360基礎（対

面） 

先着自由予約制。Fusion360の基本機能

を体得できる講座。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 MFG 

3次元 CAD 利用技術

者 準 1級演習（対面） 

先着自由予約制。Inventorまたは

Fusion360で座標入力・パーツ・アセンブリ

を正確にモデリングするトレーニング。 

パソコンスクール PC 

ワークス 
福岡 

CAD  

全般 

中小零細企業向け CAD

導入・活用研修（対面） 

先着自由予約制。CADを導入・活用したい

個人様、法人様の実践講座。 

 

ヒューマンアカデミー 
会場一覧は

こちら 

AutoCAD 

・LT 

AEC 

建築 CAD 総合コース

（AutoCAD、Autodesk 

Revit など） 

AutoCAD の基本操作から応用作図、およ

び Revit 講座までを動画コンテンツで学習

します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンタ

ー 

熊本 MFG 

3D CAD 初級講座 3

日間（熊本又は全国訪

問） 

3日間で Fusion 360の基本となるコマン

ドをしっかり学んでいきます。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンタ

ー 

熊本 MFG 
3D CAD 初級講座 1

日（熊本又は全国訪問） 

1日で Fusion 360の基本的なモデリング

や操作方法を一通り学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンタ

ー 

熊本 MFG 

3D CAD 中級講座 2

日間（熊本又は全国訪

問） 

2日間で業務に即した Fusion 360の高度

な機能について学習します。 

     

https://pc-work.co.jp/company-info/access/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
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https://pc-work.co.jp/company-info/access/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/company-info/access/
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https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://pc-work.co.jp/class-list/cad/
https://haa.athuman.com/academy/cad/?code=041039
https://haa.athuman.com/academy/cad/?code=041039
https://haa.athuman.com/academy/cad/?code=041039
https://miyamotokiki.com/company
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/company
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/company
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンタ

ー 

熊本 MFG 
3D CAD 中級講座 1

日（熊本又は全国訪問） 

パラメトリックモデリングなど Fusion 360

の高度な機能について学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンタ

ー 

熊本 MFG 
CAM 講座（熊本又は全

国訪問） 

Fusion 360 の CAM 機能について学習

します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンタ

ー 

熊本 MFG 
CAE 講座（熊本又は全

国訪問） 

Fusion 360 の CAE 機能（静的応力解析

など）について学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンタ

ー 

熊本 MFG 
Fusion 360 EDA 講座

（熊本又は全国訪問） 

Fusion 360 の PCB 設計機能（EDA）に

つ いて学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンタ

ー 

熊本 MFG 
Eagle EDA講座（熊本

又は全国訪問） 

PCB 設計 CAD Eagle の基本操作・PCB

作成について学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンタ

ー 

熊本 MFG 
3Dスキャン （リバース

エンジニアリング）講座 

Fusion 360を使用して、3Dスキャナデー

タを編集する方法を学習します。 

宮本機器開発 プロダ

クトラーニングセンタ

ー 

熊本 MFG 
CAD CAM CAE 講座

（熊本又は全国訪問） 

Fusion 360の CAD/CAM/CAE機能につ

いて学習します。 

メニックス CAD スク

ール 

近江八幡

(滋賀) 

AutoCAD 

・LT 
AutoCAD 基礎コース AutoCAD の基本操作を学習します。 

メニックス CAD スク

ール 

近江八幡

(滋賀) 

AutoCAD 

・LT 
AutoCAD 応用コース 

AutoCAD 基礎コースを学んだ方向けの実

務を想定した学習コースです。 

メニックス CAD スク

ール 

近江八幡

(滋賀) 
MFG Inventor 基礎コース Inventor の基本操作を学習します。 

メニックス CAD スク

ール 

近江八幡

(滋賀) 
MFG Inventor 応用コース 

Inventor 基礎コースを学んだ方向けの実

務を想定した学習コースです。 

 

https://miyamotokiki.com/company
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/company
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/company
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/company
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/company
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/company
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/company
https://miyamotokiki.com/446-2
https://miyamotokiki.com/446-2
https://www.menix-mecha.com/company/overview.html
https://www.menix-mecha.com/company/overview.html
https://www.menix-mecha.com/
https://www.menix-mecha.com/company/overview.html
https://www.menix-mecha.com/company/overview.html
https://www.menix-mecha.com/
https://www.menix-mecha.com/company/overview.html
https://www.menix-mecha.com/company/overview.html
https://www.menix-mecha.com/
https://www.menix-mecha.com/company/overview.html
https://www.menix-mecha.com/company/overview.html
https://www.menix-mecha.com/


  

  

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

メニックス CAD スク

ール 

近江八幡

(滋賀) 
MFG Inventor 管理者教育 

テンプレート作成者やチームを管理されてい

る方向けのコースです。 

メニックス CAD スク

ール 

近江八幡

(滋賀) 
MFG 

Fusion 360 基礎コー

ス 

Fusion の基本操作を学習するコースで

す。 

メニックス CAD スク

ール 

近江八幡

(滋賀) 
MFG 

Fusion 360 応用コー

ス 

Fusion 基礎コースを学んだ方向けの応用

操作を学習するコースです。 

株式会社リカノス 山形 
AutoCAD  

AutoCAD 基礎講座 ～

初級～  

2D基本操作や図形の作図、図形編集を学

んでいただく講座を開催します。(6時間)  

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.menix-mecha.com/company/overview.html
https://www.menix-mecha.com/company/overview.html
https://www.menix-mecha.com/
https://www.menix-mecha.com/company/overview.html
https://www.menix-mecha.com/company/overview.html
https://www.menix-mecha.com/
https://www.menix-mecha.com/
https://www.menix-mecha.com/company/overview.html
https://www.menix-mecha.com/company/overview.html
https://www.menix-mecha.com/
https://www.menix-mecha.com/
http://likanos.com/access.html
http://likanos.com/seminar.html
http://likanos.com/seminar.html


  

  

e ラーニング 

2023年 5月・6月・7月開催  

最新トレーニングコース情報（e ラーニング） 

 

ATC名 会場 製品区分 コース名 コース情報 

α ラーニングセンター 全国 AutoCAD 

配信型スクール：

AutoCAD 2021 Stage1

～3 コース 

基礎から応用まで全 3 コース。オンラインで

動画を見ながら CAD操作を学べる e ラーニ

ングです。お得なセットコースもご用意してい

ます。 

α ラーニングセンター 全国 MFG 

配信型スクール：

AutoCAD Mechanical 

2022 基礎コース 

AutoCAD Mechanical特有の概念や、工業規

格に基づく効率的な作図・編集機能を習得し

ます。 オンラインで動画を見ながら CAD操作

を学べる e ラーニングです。お得なセットコー

スもご用意しています。 

株式会社 CAD ネット

ワークサービス 
銀座 AEC 

BIMNET_Reviｔ2021基

礎コース 

ご都合の良い時間に Revitの基本操作を学

習できる「e－ラーニング」のコースです。 

 

ヒューマンアカデミー 学校名一覧 

＜北海道・東北＞ 

札幌校  仙台校 

＜関東・甲信越＞ 

宇都宮校  大宮校  柏校  千葉校  横浜校   新宿校  銀座校  立川校  新潟校   

＜中部・東海＞ 

静岡校  浜松校  名古屋校 

＜近畿＞ 

京都校  大阪梅田校  大阪心斎橋校  天王寺校  三宮校  奈良西大寺校  和歌山校 

＜中国・四国＞ 

岡山校  広島校  高松校        

＜九州・沖縄＞ 

福岡校  北九州小倉校  熊本校  鹿児島校  那覇校        

https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocad/course/?02=03_edu_adsk_220810_ac
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocad/course/?02=03_edu_adsk_220810_ac
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocad/course/?02=03_edu_adsk_220810_ac
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocadmechanical/course/?02=03_edu_adsk_220810_mech
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocadmechanical/course/?02=03_edu_adsk_220810_mech
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/education/cad/autocadmechanical/course/?02=03_edu_adsk_220810_mech
https://bimnet.jp/
https://bimnet.jp/
https://haa.athuman.com/school/sapporo/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/sendai/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/utsunomiya/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/omiya/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/kashiwa/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/chiba/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/yokohama/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/shinjuku/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/ginza/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/tachikawa/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/niigata/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/shizuoka/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/hamamatsu/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/nagoya/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/kyoto/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/umeda/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/shinsaibashi/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/tennoji/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/sannomiya/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/saidaiji/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/wakayama/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/okayama/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/hiroshima/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/takamatsu/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/fukuoka/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/kitakyushu/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/kumamoto/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/kagoshima/?code=041039
https://haa.athuman.com/school/naha/?code=041039


  

  

パソコンスクール アビバ 学校名一覧 

＜北海道・東北＞ 

札幌大通校  盛岡校  仙台駅前校 イオンタウン郡山校  福島校 

＜関東＞ 

宇都宮ベルモール校  熊谷校  大宮アルシェ校  浦和パルコ校  川越モディ校  所沢校  ララガーデン春日部校   

柏駅前校  千葉駅前校  津田沼校  川崎ルフロン校  イオン海老名校  上大岡校  溝の口校  新百合ヶ丘校   

日吉東急校  藤沢校  横浜校   

＜東京＞ 

赤羽ビビオ校  池袋校  イオン西新井校  上野校  大井町校  吉祥寺駅前校  錦糸町校  五反田校  自由が丘校 

渋谷校  新宿校  銀座校  調布校  町田校  八王子東急スクエア校  立川校   

＜中部・東海＞ 

新潟校  Lpa福井校  アクアウォーク大垣校  イオンモール鈴鹿校  サントムーン柿田川校  プレ葉ウォーク浜北校  

金山校  名古屋駅前校  テックランド星ヶ丘校  東岡崎校  イオン豊橋南校  マーサ 21校   

＜関西＞ 

イオンモール草津校  イオンモール大和郡山校  イオンモール橿原校  明石校  北大路ビブレ校  川西校   

ピオレ姫路校  千里中央校  三ノ宮校  つかしん校  西宮北口校  京都駅前校   

＜大阪＞ 

あべのキューズモール校  梅田校  京橋校  なんば校  枚方校  イオンモール茨木校   

＜中国・四国＞ 

アルパーク校  イオンモール倉敷校  紙屋町校  高知校  松山校  徳島校  岡山駅前校  ゆめタウン呉校  福山校 

マリタイムプラザ高松校 

＜九州・沖縄＞ 

小倉校  天神校  博多校  久留米校  佐賀校  長崎校  熊本校  鹿児島校  那覇校 

 

https://www.aviva.co.jp/search/odori.html
https://www.aviva.co.jp/search/morioka.html
https://www.aviva.co.jp/search/sendai_ekimae.html
http://www.aviva.co.jp/search/koriyama.html
http://www.aviva.co.jp/search/fukushima.html
http://www.aviva.co.jp/search/utsunomiya.html
http://aviva.co.jp/search/kumagaya.html
http://www.aviva.co.jp/search/omiya.html
http://www.aviva.co.jp/search/urawa.html
http://www.aviva.co.jp/search/kawagoe.html
http://www.aviva.co.jp/search/tokorozawa.html
http://www.aviva.co.jp/search/kasukabe.html
http://www.aviva.co.jp/search/kashiwa.html
http://www.aviva.co.jp/search/chiba.html
http://www.aviva.co.jp/search/tsudanuma.html
http://aviva.co.jp/search/kawasaki.html
http://www.aviva.co.jp/search/ebina.html
http://www.aviva.co.jp/search/kamioooka.html
http://www.aviva.co.jp/search/mizonokuchi.html
http://www.aviva.co.jp/search/shinyurigaoka.html
http://www.aviva.co.jp/search/hiyoshitokyu.html
http://www.aviva.co.jp/search/fujisawa.html
http://aviva.co.jp/search/yokohama.html
http://www.aviva.co.jp/search/akabane.html
http://www.aviva.co.jp/search/ikebukuro.html
http://www.aviva.co.jp/search/nishiarai.html
http://www.aviva.co.jp/search/ueno.html
http://www.aviva.co.jp/search/oimachi.html
http://www.aviva.co.jp/search/kichijoji.html
http://www.aviva.co.jp/search/kinshicho.html
http://www.aviva.co.jp/search/gotanda.html
http://www.aviva.co.jp/search/jiyugaoka.html
http://www.aviva.co.jp/search/shibuya.html
http://www.aviva.co.jp/search/shinjuku.html
http://www.aviva.co.jp/search/ginza.html
http://www.aviva.co.jp/search/chofu.html
http://www.aviva.co.jp/search/machida.html
http://www.aviva.co.jp/search/hachioji.html
http://www.aviva.co.jp/search/tachikawa.html
http://www.aviva.co.jp/search/niigata.html
http://www.aviva.co.jp/search/fukui.html
http://www.aviva.co.jp/search/ogaki.html
http://www.aviva.co.jp/search/suzuka.html
http://www.aviva.co.jp/search/kakitagawa.html
http://www.aviva.co.jp/search/hamakita.html
http://www.aviva.co.jp/search/kanayama.html
http://www.aviva.co.jp/search/nagoya_ekimae.html
http://www.aviva.co.jp/search/hoshigaoka.html
http://www.aviva.co.jp/search/higashiokazaki.html
http://www.aviva.co.jp/search/toyohashiminami.html
http://www.aviva.co.jp/search/gifu_masa21.html
http://www.aviva.co.jp/search/kusatsu.html
http://www.aviva.co.jp/search/ikoma.html
http://www.aviva.co.jp/search/kashihara.html
http://www.aviva.co.jp/search/akashi.html
http://www.aviva.co.jp/search/kitaoji.html
http://www.aviva.co.jp/search/kawanishi.html
http://www.aviva.co.jp/search/himeji.html
http://www.aviva.co.jp/search/senri_chuo.html
http://www.aviva.co.jp/search/sannomiya.html
http://www.aviva.co.jp/search/tsukaguchi.html
http://www.aviva.co.jp/search/nishinomiya.html
http://www.aviva.co.jp/search/kyoto_ekimae.html
http://www.aviva.co.jp/search/tennoji.html
http://www.aviva.co.jp/search/umeda.html
http://www.aviva.co.jp/search/kyobashi.html
http://www.aviva.co.jp/search/namba.html
http://www.aviva.co.jp/search/hirakata.html
http://www.aviva.co.jp/search/ibaraki.html
http://www.aviva.co.jp/search/hiroshima_alpark.html
http://www.aviva.co.jp/search/kurashiki.html
http://www.aviva.co.jp/search/kamiyacho.html
http://www.aviva.co.jp/search/kochi.html
http://www.aviva.co.jp/search/matsuyama.html
http://www.aviva.co.jp/search/tokushima.html
http://www.aviva.co.jp/search/okayama_ekimae.html
http://www.aviva.co.jp/search/kure.html
http://www.aviva.co.jp/search/fukuyama.html
http://www.aviva.co.jp/search/takamatsu.html
http://www.aviva.co.jp/search/kokura.html
http://www.aviva.co.jp/search/fukuoka.html
http://www.aviva.co.jp/search/hakata_ekimae.html
http://www.aviva.co.jp/search/kurume.html
http://www.aviva.co.jp/search/saga.html
http://www.aviva.co.jp/search/nagasaki.html
http://www.aviva.co.jp/search/kumamoto.html
http://www.aviva.co.jp/search/kagoshima.html
http://www.aviva.co.jp/search/okinawa.html

