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株式会社C&Gシステムズ

・東京本社移転のご案内
・第９回 『 CAM-TOOL 認定試験 』開催のご案内
・CGシリーズ テクニカルサポートサイト開設のご案内

今月号は東京本社移転、認定試験のご案内をお届けいたします。

さて、すでにご案内の通り、株式会社Ｃ＆Ｇシステムズは、５月３０日より東京本社を天王洲に移転
いたします。新東京本社は、品川駅近くに位置することから、都心のアクセスは勿論、空港・新幹線
・国際展示場への接続も良く、販売店様やお客様にとって最適なロケーションであります。

ビル内には勉強会や講習会、プライベートショウなどのイベントスペースや設備も充実し、非常に高
い利便性と機能性を兼ね備え、より快適な環境にて皆様をお迎えすることが可能と考えております。

また、この移転を機に、営業部門、開発部門、企画部門も同じフロアに置くことでより迅速かつ緊密
な連係にてお客様へのサポートを提供してまいります。

東京本社移転のご案内

《 新住所 》
〒140-0002 

東京都品川区東品川 2-2-24  
天王洲セントラルタワー19F

■ 東京本社 代表
TEL: 03-6864-0777 FAX: 03-6864-0778

■ 営業本部 東京支店
TEL: 03-6864-0780 FAX: 03-6864-0785

■ 営業本部 北関東支店
TEL: 03-6864-0780 FAX: 03-6864-0785

■ 営業本部 海外営業部
TEL: 03-6864-0781 FAX: 03-6864-0786



2005年から開催しております『CAM-TOOL認定試験』も、第９回を迎える事となりました。認定試
験は、知識・操作技術が弊社規定の一定レベルに達した方を高度な技術者として認定する制度です。現
在の実力チェックやご自身のスキルアップのために、是非受験をお勧めします。

『 第９回 CAM-TOOL 認定試験 』開催のご案内

開催要項開催要項開催要項開催要項

受験資格 CAM-TOOLをお使いの方

試験会場 東京本社（天王洲） / 北九州本社 / 太田営業所 / 名古屋支店 / 大阪支店

開催日程 2011年7月10日 (日)

タイム
スケジュール

[ 集 合 ] 10:00までに試験会場へお越しください

[ 筆記試験 ] 10:30 ～ 12:00

[ 休 憩 ] 12:00 ～ 13:00

[ 実技試験 ] 13:00 ～ 16:00 ※実技試験終了後解散となります。

対象バージョン CAM-TOOL Version 6.2 までの機能

検定料 ￥21,000（税込）

合格基準点 配点は筆記試験を１問１点、実技試験を１問５点で採点し、総合で８０点以上を合格点
とします。

合格者通知 試験結果を厳正に審査、採点を行い、９月中に結果を本人宛通知いたします。全受験者
の方に、筆記試験・実技試験の点数・結果表をお送りさせていただきます。

お申し込み 下記ＵＲＬより、申込用紙をダウンロードの上、営業支店までＦＡＸでお送りいただく
か、サポートサイトより、オンラインでお申し込みください。

ＵＲＬ ：http://www.cgsys.co.jp/g/products/tools_test/gaiyo.htm

試験内容試験内容試験内容試験内容

筆記試験

時間 1時間30分

《 対象モジュール 》
ベース、モデラー、スカルプチャーCAM2.5D/3D、新CL編集、ポストプロセッサー

《 出題範囲・試験内容 》
CAM-TOOL講習会テキスト、オンラインヘルプ、運用上の注意事項、バージョンアッ
プニュースの内容を中心に出題します。主に、CADデータ受け取り、面モデルのチェッ
ク・修正、モデリング全般、環境設定、図形・曲面作成コマンド、加工モード、加工プ
ロファイル、最適化、演算工程表、加工工程、新CL編集など、合計50問を出題する予
定です。

実技試験

時間 ３時間

試験場に用意した実機にて操作をしていただきます。
１． 環境設定関連、環境メンテナンス、システム設定
２． IGESデータの受け取りから曲面チェック、曲面修正
３． 図面からの３Dモデル作成
４. 計算範囲面、加工領域の作成
５. 荒取り・仕上げなど加工工程の作成と最適化
６．ツーリングDBや初期設定ファイル、テンプレートファイルの作成と編集
７．新CL編集を利用したパス編集

以上から合計10問を出題する予定です。



CGS-LETTER に関するお問い合せはこちらまで
株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ CGS-LETTER 事務局 Mail：letter@cgsys.co.jp

※本資料の一部または、全部を著作権法の定める範囲を超え、無断で複写、複製、転載、ファイル化する事を禁じます。

「CGS-LETTER」 では、弊社イベント情報、トピックス、導入事例、新製品紹介等を、毎月配信いた
します。また、ご登録の方でCGS製品ご利用のユーザー様につきましては、製品のアップデート情報や

テクニカル情報をお届けする「CGS-Customer」を併せて配信いたします。
http://www.cgsys.co.jp/jp/index2.html

日時日時日時日時 展示会展示会展示会展示会・・・・セミナーセミナーセミナーセミナー情報情報情報情報 主主主主なななな展示製品展示製品展示製品展示製品

5月～７月 『『『『 CAMCAMCAMCAM----TOOL Ver7.1 TOOL Ver7.1 TOOL Ver7.1 TOOL Ver7.1 バージョンアップセミナーバージョンアップセミナーバージョンアップセミナーバージョンアップセミナー 』』』』
主催：C&Gシステムズ

CAM-TOOL

7月20、21日 『『『『 CAMCAMCAMCAM----TOOL Ver7.1 TOOL Ver7.1 TOOL Ver7.1 TOOL Ver7.1 バージョンアップセミナーバージョンアップセミナーバージョンアップセミナーバージョンアップセミナー inininin 岡山岡山岡山岡山 』』』』
主催：C&Gシステムズ
会場：高松機械 株式会社

CAM-TOOL

７月１０日 『『『『 第第第第９９９９回回回回 CAMCAMCAMCAM----TOOL TOOL TOOL TOOL 認定試験認定試験認定試験認定試験 』』』』
主催：C&Gシステムズ
会場：東京本社・北九州本社・太田営業所・名古屋支店・大阪支店

CAM-TOOL

7月8～9日 『『『『 関東関東関東関東グランドフェアグランドフェアグランドフェアグランドフェア 2011201120112011 』』』』
主催：関東ユアサやまずみ会
会場：幕張メッセ

CG Series

Excess-HYBRID

CAM-TOOL

7月2～4日 『『『『 2011 2011 2011 2011 大阪大阪大阪大阪どどどどてらいてらいてらいてらい市市市市 』』』』
主催：大阪どてらい市主催店会
会場：インテックス大阪 ６号館ABゾーン

CG Series

Excess-HYBRID

CAM-TOOL

６月17日 『『『『 CAMCAMCAMCAM----TOOL Ver7.1 TOOL Ver7.1 TOOL Ver7.1 TOOL Ver7.1 バージョンアップセミナーバージョンアップセミナーバージョンアップセミナーバージョンアップセミナー inininin 新潟新潟新潟新潟 』』』』
主催：C&Gシステムズ
会場：燕三条地場産センター 3F 中会議室

CAM-TOOL

6月9～10日 『『『『 OilTech Discovery Day 』』』』
主催：株式会社アジエ・シャルミー・ジャパン
会場：アジエ・シャルミー・ジャパン本社 デモルーム

CG Series

Excess-HYBRID

CAM-TOOL

このたび新製品「CG シリーズ」リリース（バージョンアップ）に伴い、ソフトウエア保守契約をお
持ちのお客様向け専用テクニカルサポートサイト “CGS-Customer” を６６６６月月月月３３３３日日日日に開設いたします。
本サイトは「CGシリーズ」をご利用頂くにあたり、重要かつ最新情報をご提供することでお客様の利
便性を高めることを目的としております。まずは、最新バージョンのダウンロードサービスからのご
提供となりますが、今後、コンテンツを順次拡張する予定でございます。

※サイトへのアクセスには、認証パスワードが必要となります。
認証パスワードは、ご契約のお客様へ書面でご案内しておりますのでご確認ください。

http://www.cgsys.co.jp/jp/support

弊社にてお役に立てることがございましたら、下記までご連絡ください。

専用ダイヤル：0120012001200120----99999999----7267726772677267 メールアドレス：sup@cgsys.cosup@cgsys.cosup@cgsys.cosup@cgsys.co.jp.jp.jp.jp

災害専用ダイヤル

CGシリーズ テクニカルサポートサイト開設のご案内

CGS-LETTER 新規購読のお申し込みはオンラインで


