ＤｙｎａＰＤＭセミナー開催のご案内
− 企業の技術情報は、こうして管理する！ −
拝啓 貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。
ＰＬＭ／ＰＤＭと言う言葉が世に登場してから十数年が経ち、既にＥＲＰ／ＳＣＭと並んで、さまざま
な製品が生み出され、世間に認識／普及・定着しています。
昨今では、企業における技術情報の管理対象は、一般文書に始まりＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥ（解析）
の製品データだけでなく、ソフト開発に必要な開発環境やソースコードまで広範囲になってきました。
更にお客様の満足度を追求する為、製品バリエーションごとに、開発過程のバージョン管理が必須
となっています。
このような環境の中、如何に複数の異なる成果物を同一プラットフォームで時点管理し、低コスト
／運用定着までを早期立ち上げできるかが、技術情報管理の重要な課題となります。
今回のセミナーでは、上記の課題を解決するミッドレンジＰＤＭ（ＤｙｎａＰＤＭ）導入の裏舞台
（活動／定着の進め方）を、エンドユーザ様の葛藤や悩みを交えてご紹介します。
この機会にＤｙｎａＰＤＭの機能についてより理解を深めて頂くとともに、ＰＤＭ導入時のプロジェクト
推進方法や課題解決のヒントを得て頂ければ幸いに存じます。
ご参加頂けます様お願い申し上げます。

敬具
２００８年８月吉日
ネクステックウェイブ株式会社
ＤｙｎａＰＤＭセミナー事務局

セミナー概要
日本・韓国・中国におけるＤｙｎａＰＤＭの市場動向と導入実績の事例紹介、最新モジュールの
リリーススケジュールや基本・拡張機能を解り易くご説明します。
＊開催日時＊ ２００８年８月２５日（月） １３：００ 〜 １７：３０
＊場

所＊ ネクステックウェイブ株式会社 京都オフィス
京都市下京区水銀屋町６２０ ＣＯＣＯＮ烏丸４Ｆ シティラボ内
地下鉄烏丸線 四条駅／阪急京都線 烏丸駅より直結

＊主

催＊ ネクステックウェイブ株式会社

＊協

力＊ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
韓国 INOPS 社 （Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ ＰＬＭ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ＬＴＤ．）

＊受 講 料＊ 無料
＊定

員＊ ２０名 （１社につき２名様まででお願いします。）

＊対 象 者＊ ・技術情報管理に精通しておられる方
・ＰＬＭ／ＰＤＭの導入を検討しておられる方
・技術成果物の管理に頭を悩ませておられる方
※職位／部門は問いません。

タイムスケジュール
１． ご挨拶 【１３：００ − １３：１０ 】
ネクステックウェイブ株式会社 代表取締役 首藤 晴美
２． ＤｙｎａＰＤＭの最新動向と今後のスケジュール 【１３：１０ − １３：３０ 】
講 演 者： 韓国 ＩＮＯＰＳ社 ＣＥＯ Ｐａｒｋ，Ｂｙｕｎｇ-Ｇｅｅ
ゼネラルマネージャー Ｐａｒｋ，Ｈｙｏｕｎｇ-Ｇｏｎ
３． ＤｙｎａＰＤＭの機能説明 【１３：３０ − １４：３０ 】
講 演 者： ネクステックウェイブ株式会社 技術部 大西 正浩
概

要： ＤｙｎａＰＤＭの基本機能の説明とモデリングを中心とする開発ツールの
機能と使い方を実演します。 モデル構築の容易性と速さをご確認下さい。
マルチＣＡＤ連携（ＣＡＤインテグレーション）のデモンストレーション。

説明内容： ＤｙｎａＰＤＭ（ＰＤＭ）
ＯｂｊｅｃｔＭｏｄｅｌｅｒ（開発ツール）
ＣＤＭＳ（ＣＡＤインテグレーション）
４． 質疑応答 【１４：３０ − １４：４０ 】
−休

憩 【１４：４０ − １４：５０ 】−

５． 導入事例紹介 【１４：５０ − １６：５０ 】
※各セミナーの時間帯に、約１０分の質疑応答時間が含まれています。
１）積水化学工業株式会社 導入事例紹介（予定） 【１４：５０ − １５：３０ 】
講演内容： ＰＤＭ を活用した、研究所における技術情報の蓄積
講 演 者： 積水化学工業株式会社
京都研究所 設計ソリューションセンター センター長 北川 雅彦様
概

要： 研究所における技術情報は「企画・探索」、「研究開発」、「製品設計」、
「プロセス設計」、「工場移管」と多岐にわたります。これらの活動で得ら
れた技術情報は個人或いはグループ内に蓄積され、会社として有益に
活用されているとは言い難いのが現状です。
今回は、研究所全体での技術情報蓄積に至るまでの経緯を、苦労話を
交え、活動事例と今後の展開についてご紹介します。

２）タカヤマ金属工業株式会社 導入事例紹介 【１５：３０ − １６：１０ 】
講演内容：

価格情報

の視点からみたＰＤＭシステムの構築

講 演 者： タカヤマ金属工業株式会社
美原工場 事務ユニット 係長 松田 成弘様
概

要： 社内で発生する様々な情報を 商品に帰結させる ということに焦点を定めて
ＰＤＭシステムの構築を図りました。その中でも今回は、 商品 の販売価格
や原価といった 価格情報 を中心に展開した PDM システムの構築／使用
事例を紹介します。

３）韓国 ＩＮＯＰＳ社 韓国／中国 導入事例紹介 【１６：１０ − １６：５０ 】
講演内容： 国内（韓国）自動車部品メーカにおけるＰＤＭ導入事例紹介
講 演 者： 韓国 ＩＮＯＰＳ社 ゼネラルマネージャー Ｐａｒｋ，Ｈｙｏｕｎｇ-Ｇｏｎ
概

要： 韓国の自動車用ドア部品メーカ（株式会社平和精工）におけるＰＤＭ導入
事例をご紹介します。共通部品／標準部品管理による部品数削減や、
協力業者とのデータ連携、CATIA V4,V5 との CAD インテグレーション機能
の事例を紹介します。

６． 総括 【１６：５０ − １７：１０ 】
ネクステックウェイブ株式会社 プリンシパルコンサルタント 福田 秀樹
７． 質疑応答／アンケート記入 【１７：１０ − １７：３０ 】
８． 懇親会 【１７：４０ − １９：１０ 】
以上
お申し込み方法： 別紙お申込用紙にご記入の上、ＦＡＸにてお申し込み下さい。
定員になり次第締め切らせて頂きます。何卒ご了承下さい。

お問合せ先
ネクステックウェイブ株式会社 ＤｙｎａＰＤＭセミナー事務局 担当：福田 村瀬
〒１４０−００１３ 東京都品川区南大井１−２０−１７ マルイト南大井ビル５Ｆ
ＴＥＬ ０３−６８０８−３０１０ ＦＡＸ ０３−３７６６−５７５７
Ｅ−Ｍａｉｌ nextinfo@nextechwave.com

ネクステックウェイブ株式会社
ＤｙｎａＰＤＭセミナー事務局 行
FAX ：０３−３７６６−５７５７

ＤｙｎａＰＤＭセミナー参加申込書
※ １社につき２名様までとさせて頂きます。

参加者（代表）

参加者（代表）氏名：
会社名：
部署：
役職：
住所：
ＴＥＬ：
ＦＡＸ：
E-Mail：
懇親会：

ご出席

・

ご欠席

ご出席

・

ご欠席

参加者
参加者氏名：
部署：
役職：
懇親会：

参加者

※席の都合がありますので、３名以上の場合は事務局までご連絡下さい。

参加者氏名：
部署：
役職：
懇親会：

ご出席

・

ご欠席

※定員になり次第締め切らせて頂きます。何卒ご了承下さい。

