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今月号は、各種イベント情報をお届けいたします。

・INTERMOLD2010 出展速報！！
・バージョンアップ説明会開催！！（NeoSolidシリーズ）
・バージョンアップセミナー開催！！（CAM-TOOL Version6 )

出展速報
このたび弊社は、４月1４日（水）～1７日（土）にインテックス大阪で開催される

『 INTERMOLD 2010 （第21回金型加工技術展）』に出展し、CGS事業、製品の最新

情報をご紹介いたします。

なおブースにおいては、ご来場の皆様に、じっくりとシステムをご確認いただけるスペー

バージョンアップセミナー

を開催いたします。

詳細は３月号でご案内

乞うご期待ください。

スをご用意しました。また、日ごろの問題点やご要望等がございましたら、是非、お聞か

せください。

ご多忙中のことと存じますが、スタッフ一同、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げてお

ります。

■ 展示内容
《 小間番号 6A-515 》

本小間では、CAD/CAMソリューションを主テーマに出展いたします。
システム展示：CAM-TOOL / NeoSolid / Excess-HYBRID
サンプル展示：微細・高精度加工から、電極、同時5軸加工を多数展示いたします。

切削映像を含めご紹介いたします。
《 小間番号 6A-911 》

本小間では、生産管理ソリューションを主テーマに出展いたします。
システム展示：AIQ / e-Karte / CraftMILL

抽選会で
豪華商品が

Get できる!！

6A-515

6A-911

小間番号 6A-515 のブースイメージ



NeoSolid NeoSolid NeoSolid NeoSolid シリーズシリーズシリーズシリーズ
バージョンアップバージョンアップバージョンアップバージョンアップ説明会説明会説明会説明会2010201020102010 開催開催開催開催

このたび、NeoSolidシリーズオペレータの方を対象に、最新バージョンをご紹介する、「バー
ジョンアップ説明会 2010」を開催いたします。
最新バージョンでは、日頃から、皆様より寄せられるご要望を基に開発された新機能を追加した
ことによりまして、生産工程の効率化がより一層図られるものと確信いたしております。

是非ともこの機会に多くの方々にご参加いただきたく、お申し込みをお待ちしております。

《 開催要項 》

■内容
NeoSolid シリーズ バージョンアップ項目の機能説明

《 講演ソフト 》
NeoSolid.3D-CAM
NeoSolid.BaseModeler/NeoSolid.eModeler（SolidWorks2010）
NeoSolid.Press/NeoSolid.MOLD/NeoSolid.CAM-EX

■参加費
無料

■申込方法■申込方法
下記ＵＲＬより専用申し込み用紙をダウンロードの上、FAXでお申し込みください。

http://www.cgsys.co.jp/jp/ev/index.htmlhttp://www.cgsys.co.jp/jp/ev/index.htmlhttp://www.cgsys.co.jp/jp/ev/index.htmlhttp://www.cgsys.co.jp/jp/ev/index.html

※お申込みは先着順となっておりますのでお早めにお申込みください。

■日程／会場

会場 日程 時間

《東京会場》
東京支店/北関東第１支店
セミナールーム

5/10（月）、5/24（月）
6/7（月）、6/21（月）
7/5（月）、7/20（火）

10:00～17:00

《名古屋会場》
名古屋支店セミナールーム

4/16（金）
4/2２（木）

10:00～17:00

《大阪会場》
大阪支店セミナールーム

4/2（金）
4/26（月）
5/20（木）

10:00～17:00

※当日は席の都合により定員に限りがございます。
定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。

※支店以外の地域開催も予定しております。ご案内の準備が整いましたらお知らせいたします。

支店以外の
地域開催を

予定しています！



CAMCAMCAMCAM----TOOL Version6 TOOL Version6 TOOL Version6 TOOL Version6 
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 開催開催開催開催

《 開催要項 》

■概要
CAM-TOOL Version6  バージョンアップ項目の機能説明
《 内容 》

Version 6 機能概要説明
例題を用いた実機演習
次期リリース速報

■参加費
無料

■申込方法
下記ＵＲＬより専用申し込み用紙をダウンロードの上、FAXでお申し込みください。

このたび、CAM-TOOLオペレータの方を対象に、最新バージョンをご紹介する、
「バージョンアップセミナー」を開催いたします。

最新バージョンでは、工具メーカが提供する参考切削条件に対応した新工具データベース
「ツーリングＤＢ」を搭載。また、3軸加工モードを機能拡張した他、同時5軸加工において
は「複合面沿いオフセットー５Ｘ」を新設しました。
是非ともこの機会に多くの方々にご参加いただきたく、お申し込みをお待ちしております。

下記ＵＲＬより専用申し込み用紙をダウンロードの上、FAXでお申し込みください。

http://www.cgsys.co.jp/jp/ev/index.htmlhttp://www.cgsys.co.jp/jp/ev/index.htmlhttp://www.cgsys.co.jp/jp/ev/index.htmlhttp://www.cgsys.co.jp/jp/ev/index.html

※サポートサイトよりオンラインで申し込みも可能です。

■日程／会場

会場 日時 時間 定員

《東京会場》
東京支店/北関東第１支店

セミナールーム

5/17（月）、5/31（月）
6/14（月）、6/28（月）
7/12（月）、7/26（月）

13:30-17:00 ８社

《北関東会場》
北関東第2支店セミナールーム

5/12（水）、5/26（水）
6/3（木）、6/16（水）
7/15（木）、7/28（水）

13:30-17:00 ４社

《名古屋会場》
名古屋支店セミナールーム

5/20（木）、5/28（金）
6/4（金）、6/17（木）
7/2（金）、7/16（金）

13:30-17:00 ６社

《大阪会場》
大阪支店セミナールーム

5/25（火）、5/26（水）
6/22（火）、6/23（水）
7/21（水）、7/22（木）

13:30-17:00 ６社

支店以外の
地域開催を

予定しています！

※当日は席の都合により定員に限りがございます。
定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。

※支店以外の地域開催も予定しております。ご案内の準備が整いましたらお知らせいたします。



日時 展示会・セミナー情報 展示製品

３月29日 『 C&G キックオフフォーラム in 深圳 』

主催：株式会社 C&Gシステムズ 上海代表処
会場：中国ｼﾝｾﾝ会展中心6階郁金香庁

CAM-TOOL
NeoSolid
Excess-HYBRID
AIQ/e-Karte
CraftMILL

前ページ参照 『 NeoSolid バージョンアップ説明会 2010 』

主催：株式会社 C&Gシステムズ
会場：東京本社、名古屋支店、大阪支店

NeoSolid

前ページ参照 『 CAM-TOOL Version6 バージョンアップセミナー 』

主催：株式会社 C&Gシステムズ
会場：東京本社、北関東第２支店、名古屋支店、大阪支店

CAM-TOOL

5月13日 『 C&G カフェ.com  in Kitakanto BranchⅡ 』

小径エンドミルを用いた加工アプリケーションの紹介＆CAM-TOOL運用事例
講演者 ：日進工具株式会社 開発部 加工技術グループ
主催/会場 ：株式会社 C&Gシステムズ 北関東第２支店

CAM-TOOL

4月14～17日 『 INTERMOLD 2010 第21回金型加工技術展 』

主催：インターモルド振興会 ／ 会場：インテックス大阪
小間番号：6A-515 ／ 6A-911

CAM-TOOL
NeoSolid
Excess-HYBRID
AIQ/e-Karte
CraftMILL

Event  NEWS
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キックオフフォーラム
ご来場のお礼

全支店より

東京会場(2/15) 名古屋会場(2/23) 大阪会場(2/25)

北関東会場(3/2) 九州会場(3/9)

このたびは、過日開催いたしました、「Ｃ＆Ｇシステムズキックオフ・フォーラム」にご臨席
いただき、誠にありがとうございました。

おかげさまで、多数のご来場賜り無事開催することができました。
会場規模・設備の関係や、進行スケジュールなど、十分にご満足いただけなかった部分もあっ
たかと存じますが、なにとぞ容赦ください。
なお、ご不明な点や各種のご要望など、ご遠慮なく弊社担当までお申し付けください。
今後とも皆様のご期待に沿えますよう、社員一同全力をあげて社業に努める所存でございます
ので、何卒、末永くご愛顧くださいますようお願申し上げます。



CGS-Customer

■■■■ NeoSolidNeoSolidNeoSolidNeoSolid/Excess/Excess/Excess/Excess をごをごをごをご利用利用利用利用のユーザーのユーザーのユーザーのユーザー様様様様へへへへ
保守ユーザー様専用ページ（サポートサイト）のＵＲＬが以下に変更となります。

http://www.cgsys.co.jp/c/japanese/support/index.html

旧アドレス（www.cei.co.jp/～）は４４４４月末月末月末月末をもってご利用いただけなくなります。
また、サポート用メールアドレスも併せて変更となります。
詳しくはサポート用メールニュース「CGS-Customer」でご案内いたします。

■■■■ CAMCAMCAMCAM----TOOLTOOLTOOLTOOLをごをごをごをご利用利用利用利用のユーザーのユーザーのユーザーのユーザー様様様様へへへへ
保守ユーザー様専用ページ（サポートサイト）のＵＲＬが以下に変更となります。

http://www.cgsys.co.jp/g/support/index.html

旧アドレス（www.graphicproducts.co.jp/～ ）は３３３３月末月末月末月末をもってご利用できなくなります。
また、サポート用お問い合わせメールアドレスも併せて変更となります。
詳しくはサポート用メールニュース「CGS-Customer」、サポートサイトでご案内いたします。

旧社用旧社用旧社用旧社用ドメインドメインドメインドメイン消滅消滅消滅消滅にににに伴伴伴伴うアドレスうアドレスうアドレスうアドレス変更変更変更変更のごのごのごのご案内案内案内案内

旧社ドメイン消滅にともいない、各種アドレスが変更となりますので以下にご案内いた
します。

旧CE社消滅ドメイン名 ：cei.co.jp
旧GP社消滅ドメイン名 ：graphicproducts.co.jp

サポートからの
お知らせ

CGS-LETTER に関するお問い合せはこちらまで
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル4F  
株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ CGS-LETTER 事務局 Tel : 03-5793-5330    Mail：letter@cgsys.co.jp

※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。

詳しくはサポート用メールニュース「CGS-Customer」、サポートサイトでご案内いたします。

CGS-LETTER 新規購読のお申し込みはオンラインで

「CGSCGSCGSCGS----LETTERLETTERLETTERLETTER」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
「CGSCGSCGSCGS----CustomerCustomerCustomerCustomer」を併せて配信いたします。

http://www.cgsys.co.jp/jp/index2.html

購読申込

Other Info


