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株式会社C&Gシステムズ

「試作市場2015」に出展
（2015年5月28日―5月29日）

2015年5月28日～29日の2日間に亘り、大田区産業プラザPiOで開催された「試作市場2015」に出展し

ました。本展示会は、高度な技術力を駆使した「試作加工」分野に特化した展示会となります。

開催期間中、併催の「微細/精密加工技術展」を含め、会場には2,732名の市場関係者が来場され、当社

ブースには約150名の来場者がありました。ご来場誠にありがとうございました。

プースでは、簡単・高精度な試作用CAM ソフトウェア「CraftMILL」の紹介をはじめ、ローランド

ディー.ジー.社の切削RPシンによる実演や切削サンプルの展示をいたしました。 また、丸紅情報

システムズ社との共同出展により、ストラタシス社製の3Dプリンタおよび造形サンプルを展示し、

「切削による高精度加工」 と 「3Dプリンタによる造形」、それぞれのメリットとデメリット双方の観

点から提案をいたしました。 さらに、データ・デザイン社の3Dスキャナやデザイン編集ソフトなど、

試作の全工程にわたる複合提案を行い、多くの来場者の注目を集めました。

詳細はこちら http://www.cgsys.co.jp/jp/hn/shisaku2015.html

・「試作市場2015 / INTERMOLD2015 」レポート
・「第13回 CAM-TOOL認定試験」開催のご案内
・「無料 CAM-TOOL V11.1バージョンアップ説明会」開催のご案内
・ 展示会のお知らせ
・ サポートからのお知らせ
・【重要】Windows10 について

今月号はイベント情報をお届けいたします。

http://www.cgsys.co.jp/jp/hn/shisaku2015.html


当社ブースにおいては、デモコーナーでCAD/CAM製品（CAM-TOOL、EXCESS-HYBRID、CGシリー
ズ）の最新バージョンをご紹介するとともに、次期バージョン搭載予定の新機能などの最新情報をご
紹介しました。4日間で500名を超える方々がブースへお立ち寄りいただき、お陰をもちまして盛況の
うちに会期を終えることが出来ました。

多くの皆様のご来場、誠にありがとうございました。

「INTERMOLD 2015」に出展
（2015年4月15日―4月18日）

2015年4月15日から4月18日までの4日間に亘り、東京ビッグサイト
で「INTERMOLD2015（第26回金型加工技術展）」が開催されました。
インターモールドは、1年おきに東京と大阪で交互に開催され、工作機械や切削工具、工作機器、測定
機器、CAD/CAMなど、金型加工に関わる最新技術が一同に会する国内最大の展示会になります。
今回は東京ビッグサイトを会場に、同時開催の「金型展2015」および「金属プレス加工技術展
2015」を含め、47,000人を超える多くの関係者が来場されました。

ブース内では、CAM-TOOLでの大物ダイキャスト金型の切削サンプルをはじめ、EXCESS-HYBRID
により設計された順送プレス金型によるプレス部品のスケルトンなどを展示。 また、生産財メーカ
とのコラボレーションも一層強化し、最新の加工技術を幅広くご紹介することで、多くの来場者の注
目を集めました。さらに、現在、大幅な刷新を進めている、2次元/3次元ハイブリッドCAD/CAMシ
ステム「EXCESS-HYBRID」のリニューアル版を動画により先行紹介しました。

詳細はこちら http://www.cgsys.co.jp/jp/hn/im2015.html

http://www.cgsys.co.jp/jp/hn/im2015.html
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開催要項

受験資格 CAM-TOOLをお使いの方

試験会場 東京本社 / 北九州本社 / 太田営業所 / 松本営業所 / 名古屋支店 / 大阪支店

開催日程 2015 年 9月 5日 (土)

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 10.1 までの機能

検定料 ￥20,000（税別）

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。

合否通知 試験結果を厳正に審査、採点を行い、10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。
（申込み締切：2015年８月28日）

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

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、2.5DCAM、3DCAM、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. システム・環境設定・環境メンテナンス関連
2. 曲面チェック、曲面修正
3. 図面からの３Dモデル作成
4. 荒取り・仕上げ工程の作成
5. コンプカーブと加工工程の作成
6. 最適化
7. 突き出し領域分割、拡張処理面その他Ver10.1の新機能から抜粋
8. 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などDB関連
9. 新CL編集を利用したパス編集
10. 2.5S加工

以上から合計10問を出題する予定です。

『CAM-TOOL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13回 CAM-TOOL認定試験」開催のご案内



無料「CAM-TOOL V11.1バージョンアップ説明会」のご案内

このたび、CAM-TOOLオペレータの方を対象に、最新バージョンVer11.1をご紹介する、「無料バージョン
アップセミナー」を開催いたします。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。

【 申込方法 】
以下より申込書をダウンロードいただき、担当先までFAXをお送りいただくか、サポートサイトよりオンラインでお申
込み下さい。

http://www.cgsys.co.jp/jp/ev/documents/v111up_seminar.pdf

岡山会場はこちら
↓

http://www.cgsys.co.jp/jp/ev/documents/v111up_seminar_okayama.pdf

支店 会場詳細 開催日 時間（定員）

東京 東京本社 6/22（月）
7/13（月）
7/24（金）

8/3（月）
8/24（月）

13:30～16:00 （6名）

太田 太田営業所
6/23（火）
6/30（火）

7/14（火）
7/29（水）

8/4（火）
8/25（火）

午前の部 10:00～12:00 （4名）
午前の部 14:00～16:00 （4名）

松本 松本営業所
7/15（水）
7/29（水）

8/19（水） 13:30～16:00 （4名）

名古屋
名古屋支店

ビル内10F会議室
6/25（木） 7/30（木） 13:30～16:00 （50名）

大阪 大阪支店
6/29（月）
6/30（火）

7/27（月）
7/28（火）

13:30～16:30 （6名）

九州 支店までお問い合わせください。

地方 会場詳細 日時 時間/定員

富山 砺波文化会館 2F 視聴覚室
8/5 (水） 13:30～16:00 （30名）

8/6 (木） 9:30～12:00 （30名）

新潟 燕三条地場産業振興センターメッセピア 3F 中会議室 7/27 (月)
午前の部 10:00～12:00 （8名）
午後の部 13:30～15:30 （8名）

福島 ビックパレットふくしま 3F 小会議室2 7/28 (火)
午前の部 10:00～12:00 （8名）
午後の部 13:30～15:30 （8名）

長野

佐久情報センター 大会議室 8/28（金） 13:30～16:00 （11名）

坂城テクノセンター 研修室1,2 8/27（木） 13:30～16:00 （11名）

岡山 高松機械株式会社 3階会場

8/5（水） 13:30～17:00 （6社）

8/6 (木） 13:30～17:00 （6社）

http://www.cgsys.co.jp/jp/ev/documents/v111up_seminar.pdf
http://www.cgsys.co.jp/jp/ev/documents/v111up_seminar_okayama.pdf


展示会のお知らせ

日時 展示会・セミナー情報 主な展示製品

7月24～25日 『 東北グランドフェア2015 』
会場： 夢メッセみやぎ
主催： やまずみ会

CG Series
CAM-TOOL
EXCESS

4月15～18日 『 第40回 2015中部どてらい市 』
会場： ポートメッセなごや
主催： 2015中部どてらい市主催店会

CG Series
CAM-TOOL
EXCESS

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。

http://www.facebook.com/CGSYS http://www.youtube.com/user/cgsys0777

サポートからのお知らせ

《 CG Series 》
● 新バージョン「SOLIDWORKS 2015対応版 V-UPキット」について

V-UPキットは７月初旬のお届けを予定しております。今しばらくお待ちください。

《 CAM-TOOL 》
● 新バージョン「Ver11.1 V-UPキット」について

V-UPキットは、6月8日以降のお届けとなります。今しばらくお待ちください。
(注意）

Ver11.1において、既知の不具合が確認されております。V-UPキットでバージョンアップ後、
本日リリースいたしました、修正パッチ( CAM-TOOL_x64_V11121.exe)を適用していただきますよう
をお願い致します。

● SOLIDWORKS2015対応 インポート／エクスポート
SOLIDWORKSAdd-In_x64(2009-2015).exe をリリースいたしました。

● サポートサイトパスワード更新のご案内
新バージョン「Ver11.1」 リリースにあたり、本サイトの認証コード（ユーザー名、パスワード）が
更新となります。現行のパスワードにつきましては、2015年8月1日をもって無効となりますのでご注意
ください。 更新パスワードにつきましては、V-UPキットでご案内いたします。

詳細はこちら
↓

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

【重要】Windows10について

マイクロソフト社の新OS「Windows 10」が、2015年7月29日に販売開始となりました。
現在、CGS製品はWindows 10への対応に向けて、鋭意準備中でございます。当該準備が整い次第、
ホームページ、CGSレターなどでお知らせいたしますので、今しばらくお待ち頂きますようお願い申し上げます。

【 対応が完了するまでの留意事項について】
● CGS製品をご使用中のPCについては、Windows10へのOSバージョンアップ及びアップグレード予約

(*注意）はお控えください。
● CGS製品をインストールする目的での、Windows10搭載機ご購入につきましても、お控え頂きますよう

お願い申し上げます。

（*注意）
マイクロソフト社（以下）より、Windows10への無償アップグレードの予約が提供されております。
アップグレード予約はお控えください。（詳細は以下を参照）

https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-upgrade

本件に関するお問い合わせ、ご相談は、弊社「電話サポート窓口」までお願いします

http://www.cgsys.co.jp/g/support/index.htm
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-upgrade

