教育版のご購入について
SOLIDWORKS 教育版は、教育機関や職業訓練校が集合教育（授業）で使用する場合に
適用されるライセンスで SOLIDWORKS 教育版を導入した教育機関、及び 職業訓練校の
学生に対し、学科教育、または ゼミなどの教育カリキュラム上で使用することが必須です。
商用、及び 研究目的ではご利用いただけません。

商用目的には SOLIDWORKS Commercial 版（企業向け）、
研究目的には、SOLIDWORKS Research 版（教育機関向け）が適用されます。

SOLIDWORKS 教育版
•

最新 Version : 2016-2017（2016/6/1リリース）

•

SOLIDWORKS 教育版は、永久ライセンスです。
OS が対応する限り、永久的にご使用いただけます。（ハードウェアとシステムの要件は、こちら ）
 SOLIDWORKS 教育版 2015-2016 Version より、64 bit OS 対応のみとなります。
ダウングレードをご希望の場合は、SOLIDWORKS 教育版をお買い求めいただいた販売代理店宛にご相談ください。

•

ライセンス形態：スタンドアロンライセンス or ネットワークライセンス

•

ライセンス購入単位（販売代理店ごとに学科単位）
 スタンドアロンライセンス：初回導入ライセンス 10 ライセンス以上、ライセンス数をご自由に設定いただけます。
 ネットワークライセンス：100、300、500、1000、2000、3000、5000...
（予め設定された上記ライセンス数からお選びいただく必要があります。）

•

SOLIDWORKS 教育版で提供されるサービスは以下の通りです。
 SOLIDWORKS 教育版 ライセンス
 サブスクリプションサービス（購入初年度無償）
 カリキュラム教材

※ SOLIDWORKS 教育版の適用施設については必ず販売代理店宛にご確認ください。
※ SOLIDWORKS 教育版 ご購入時に次年度以降のサブスクリプションサービスを同時にご発注いただくことが可能で
複数年契約（有償3年以上のご契約の場合は、ディスカウントの設定あり）もお受けしています。

インストール ＆ サポート
インストールを含むすべての技術サポートは、企業・教育機関、どのお客さまも SOLIDWORKS 教育版をお買い求めいただいた
販売代理店のサポートプログラムをご利用いただいております。
SolidWorks 一次特約店では、SOLIDWORKS の認定を受けたエンジニアが丁寧にサポートいたします。
カリキュラムをスムーズに構築・立ち上げる為に、サポートプログラムへのご加入をご提案いたします。

トレーニング & マニュアル
トレーニングをご希望の場合は、SolidWorks 一次特約店が実施している
トレーニングを受講いただけます。このトレーニングでは正規のマニュアルを使用し、
SolidWorks の認定を受けたインストラクターが実施いたしますので
詳細機能を習得することが可能で授業の立ち上げがスムーズになります。
トレーニングへの参加、及び トレーニングマニュアルをご用命の場合は、
SOLIDWORKS 教育版をお買い求めいただいた販売代理店にご依頼ください。

購入ライセンス数のご提案
SOLIDWORKS 関連授業の履修学生数、または学部学生の総数に合わせた
ライセンス数を購入することをご提案いたします。
SOLIDWORKS 教育版 ネットワークライセンス 100 ライセンス以上をご購入いただくと、
サブスクリプションサービスにご加入中の教育機関には、SOLIDWORKS 教育版とは別に、
SOLIDWORKS Student Access（自習ライセンス）が無償で発行されます。
SOLIDWORKS 関連授業を履修するすべての学生、または学部すべての学生が
学外でも SOLIDWORKS を利用でき、予習・復習・課題としてご活用いただくことが可能です。

SOLIDWORKS 教育版
（授業用ライセンス）

学部学生の総数

→
約 1,000名

SOLIDWORKS Student Access
（自習ライセンス）

→

サブスクリプションサービスご加入中は、
最大 1,000 ライセンスを無償で発行

1,000 ライセンスを購入

SOLIDWORKS Student Access の適用条件については、ソリッドワークス・ジャパン（株）のホームページをご確認ください。
http://www.solidworks.co.jp/sw/education/29558_JPN_HTML.htm
ホーム > 業界 > 教育 > goEDU > 教職員 > SOLIDWORKS Student Access

SOLIDWORKS 教育版のサブスクリプションサービスでご利用いただけるサービス
最新 Version のご利用
SOLIDWORKS 製品に関する機能強化要望
SOLIDWORKS 認定試験の無償受験と CSWA Provider への登録 ※
SOLIDWORKS Student Access（自宅自習ライセンス）の無償発行 ※
カリキュラム教材（教師用ガイド） のダウンロード ※
豊富な技術情報が満載のWeb 閲覧とソリッドワークス・ジャパンからの定期的な情報提供
DS SOLIDWORKS 社のサポートWeb “SOLIDWORKS Customer Portal” へのアクセスと情報閲覧

日本
語

日本語

SOLIDWORKS Student Access
教職員・学生向け自習ライセンス

SNL Borrowing
ネットワークライセンスの一時切り離し

日本語

TECE
Technology Educator Competency Exam
SOLIDWORKS に関する技術用語の試験（教職員向け）

日本語

Academic Certification Providers
SOLIDWORKS 認定試験 実施プロバイダ

CSWA –SD
Certified SOLIDWORKS Sustainable Design Associate
Sustainability に関する初級試験
日本語

CSWP
Certified SOLIDWORKS Professional
上級試験

日本語

適用条件の詳細については、販売代理店にお問い合わせください。

CSWPA-DT
Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Drawing Tools
SOLIDWORKS 図面環境におけるツールに関する試験

標準搭載

CSWA
Certified SOLIDWORKS Associate
初級試験

カリキュラム教材（学生用）

カリキュラム教材（教員用）

チュートリアル

※ は、SOLIDWORKS 教育版のみに提供されるサービスです。

CSWA –S
Certified SOLIDWORKS Simulation Associate – FEA
SOLIDWORKS Simulation ツール、解析全般に関する試験

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

自宅学習

SOLIDWORKS 認定試験プログラム
スタンドアロンライセンス
ネットワーク
ライセンス

✓

✓

✓

✓

～ 100ライセンス

✓

✓

✓

✓

100ライセンス ～

✓

✓

✓

✓

✓ サブスクリプションサービスへ加入中であること

* CSWA に合格済であること

✓
✓

✓

✓**

** CSWPに合格済であること

***

✓*

✓

✓***

✓

✓

Academic Certification Providers に登録済であること

