
2019年11月27日（水） 13:30 – 16:00
13:00 受付開始

ビジネストレンドセミナー

日時

会場

定員

有楽町 東京国際フォーラム 会議室G409 

名120

お問い合わせ・お申込み

CADEWA Smartリリース発表会 東京事務局

FUJITSU建設業ソリューション 建築設備CAD

CADEWA Smart 新製品発表会

▶申込は裏面ご確認ください

＜所在地＞
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

＜アクセス＞
●JR線
有楽町駅より徒歩1分
東京駅より徒歩5分
(京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡)
●地下鉄
有楽町線：有楽町駅(B1F地下コンコースにて連絡）
日比谷線：銀座駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩5分
千代田線：二重橋前駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩7分
丸ノ内線：銀座駅より徒歩5分
銀座線 ：銀座駅より徒歩7分/京橋駅より徒歩7分
三田線 ：日比谷駅より徒歩5分

☎ 03-6381-1778

東京



Copyright 2019 FUJITSU SHIKOKU INFORTEC  LIMITED

貴社名

ご所属/お役職

お名前

連絡先 住所 〒

電話 fax

E-mail

■チェックマークと、必要事項をご記入の上、お申し込みください。

□リリース発表会（東京）に申し込みます

お申し込みFAX送信先 : 089-945-5347

http://www.f-cadewa.com/

ご記入いただいた情報は、弊社及び関連会社が行う製品に関するサービス、新製品のご紹介、講習会等のご案内目的の為に利用させていた
だく場合があります。 登録された内容についての照会、削除あるいは修正については弊社担当までご連絡ください。

■個人情報の取り扱いについて同意のうえ、お客様のご連絡先をご記入ください。

設備CADに
できることは何か。

さまざまな課題に直面している建設業界。
深刻な人手不足。
資材の高騰。働き方改革による事実上の
工期短縮。
さらにはベテラン組の大量離職にともなう
技術継承の問題。
これらの問題をすべて解決に導く、
「賢さ」をまとったフル3次元CAD。
シリーズ最高峰CADEWA Smart誕生です。

お申込みはFAXまたはWEBより

FAX申込送信先 089-945-5347
WEB申込はこちら

http://f-cadewa.com/event/20191127

株式会社富士通四国インフォテック

お問合せ先

松山事業所
〒790-0022 愛媛県松山市永代町13 松山電気第2ビル
CADソリューション部
TEL: 089－945－6228 FAX: 089-945-5347

東京事業所
〒144-8588 東京都大田区新蒲田1-17-25
富士通ソリューションスクエア
CADソリューション部
TEL: 03-6381-1778
個人情報管理責任者：CADソリューション部部長

※本お申し込みにて空席を確認後、受講票を送付させていただきます。
※ 1企業複数名様が参加される場合、お手数ですが1名様毎に1申し込みお願いします。（参加者様全員お申し込み）



2019年11月28日（木） 13:30 – 16:00
13:00 受付開始

ビジネストレンドセミナー

日時

会場

定員

富士通関西システムラボラトリ セミナールームC
〒540-8514 大阪府大阪市中央区城見2-2-6

先着 名様

内容
新製品 建築設備CAD CADEWA Smartセミナー

~今、設備CADにできることは何か？~

50

お問い合わせ・お申込み

株式会社富士通四国インフォテック
CADソリューション部

☎ 089-945-6228
http://f-cadewa.com/event/20191128

FUJITSU建設業ソリューション 建築設備CAD

CADEWA Smart 新製品発表会

＜所在地＞
〒540-8514 大阪府大阪市中央区城見2-2-6
Tel: 06-6920-5600 

＜アクセス＞
●地下鉄
地下鉄 大阪ビジネスパーク駅 4番出口より徒歩5分
JR 京橋駅（西口）より徒歩6分
京阪電鉄 京橋駅（片町口）より徒歩6分

大阪



http://f-cadewa.com/event/20191128

Webからのお申し込みは、以下URLよりお申し込みください。

Copyright 2019 FUJITSU SHIKOKU INFORTEC  LIMITED

貴社名

ご所属/お役職

お名前

連絡先 住所 〒

電話 fax

E-mail

■チェックマークと、必要事項をご記入の上、お申し込みください。

□リリース発表会（大阪）に申し込みます

お申し込みFAX送信先 : 089-945-5347

http://www.f-cadewa.com/

ご記入いただいた情報は、弊社及び関連会社が行う製品に関するサービス、新製品のご紹介、講習会等のご案内目的の為に利用させていた
だく場合があります。 登録された内容についての照会、削除あるいは修正については弊社担当までご連絡ください。

■個人情報の取り扱いについて同意のうえ、お客様のご連絡先をご記入ください。

設備CADに
できることは何か。

さまざまな課題に直面している建設業界。
深刻な人手不足。
資材の高騰。働き方改革による事実上の
工期短縮。
さらにはベテラン組の大量離職にともなう
技術継承の問題。
これらの問題をすべて解決に導く、
「賢さ」をまとったフル3次元CAD。
シリーズ最高峰CADEWA Smart誕生です。

※本お申し込みにて空席を確認後、受講票を送付させていただきます。
※ 1企業複数名様が参加される場合、お手数ですが1名様毎に1申し込みお願いします。（参加者様全員お申し込み）

株式会社富士通四国インフォテック

お問合せ先

松山事業所
〒790-0022 愛媛県松山市永代町13 松山電気第2ビル
CADソリューション部
TEL: 089－945－6228 FAX: 089-945-5347

東京事業所
〒144-8588 東京都大田区新蒲田1-17-25
富士通ソリューションスクエア
CADソリューション部
TEL: 03-6381-1778
個人情報管理責任者：CADソリューション部部長



2019年 11月 29日（金） 13:30 – 16:00

ビジネストレンドセミナー

日時

会場

定員

ウインクあいち 会議室1302号室

先着 名様

新製品 建築設備CAD CADEWA Smartセミナー

50

お問い合わせ

CADEWA Smartリリース発表会名古屋事務局 ☎ 03-6381-1778

FUJITSU建設業ソリューション 建築設備CAD

CADEWA Smart 新製品発表会

＜所在地＞
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
TEL：052-571-6131（電話受付時間：9:00～20:00）

＜アクセス＞
名古屋駅より
JR名古屋駅桜通口から、ミッドランドスクエア方面
徒歩５分

内容

▶申込は裏面ご確認ください

13:00 受付開始

名古屋



Copyright 2019 FUJITSU SHIKOKU INFORTEC  LIMITED

貴社名

ご所属/お役職

お名前

連絡先 住所 〒

電話 fax

E-mail

■チェックマークと、必要事項をご記入の上、お申し込みください。

□リリース発表会（名古屋）に申し込みます
※本お申し込みにて空席を確認後、受講票を送付させていただきます。
※ 1企業複数名様が参加される場合、お手数ですが1名様毎に1申し込みお願いします。（参加者様全員お申し込み）

FAX申込送信先

ご記入いただいた情報は、弊社及び関連会社が行う製品に関するサービス、新製品のご紹介、講習会等のご案内目的の為に利用させていた
だく場合があります。 登録された内容についての照会、削除あるいは修正については弊社担当までご連絡ください。

■個人情報の取り扱いについて同意のうえ、お客様のご連絡先をご記入ください。

株式会社富士通四国インフォテック

お問合せ先

設備CADに
できることは何か。

さまざまな課題に直面している建設業界。
深刻な人手不足。
資材の高騰。働き方改革による事実上の
工期短縮。
さらにはベテラン組の大量離職にともなう
技術継承の問題。
これらの問題をすべて解決に導く、
「賢さ」をまとったフル3次元CAD。
シリーズ最高峰CADEWA Smart誕生です。

松山事業所
〒790-0022 愛媛県松山市永代町13 松山電気第2ビル
CADソリューション部
TEL: 089－945－6228 FAX: 089-945-5347

東京事業所
〒144-8588 東京都大田区新蒲田1-17-25
富士通ソリューションスクエア
CADソリューション部
TEL: 03-6381-1778
個人情報管理責任者：CADソリューション部部長

WEB申込はこちら

お申込みはFAXまたはWEBより

089-945-5347

http://f-cadewa.com/event/20191129

http://www.f-cadewa.com/



ビジネストレンドセミナー

FUJITSU建設業ソリューション 建築設備CAD

CADEWA Smart 新製品発表会
2019年 12月 3日（火） 13:30 – 16:00（受付13:00から）日時

会場

定員

富士通（株） 東北支社 6F：会議室616-617

先着 名様50

お問い合わせ

CADEWA Smartリリース発表会
仙台事務局

☎ 03-6381-1778

＜所在地＞
〒980-8441 
宮城県仙台市青葉区中央3-2-23 野村不動産仙台青葉通ビル
電話: 022-264-2131

＜アクセス＞
•JR線仙台駅西口（北７番出入口）より徒歩５分
•JR仙石線あおば通駅（２番出入口）より徒歩１分
•地下鉄南北線・東西線仙台駅（１番出入口）より徒歩１分

内容

▶申込は裏面ご確認ください

仙台

新製品 建築設備CAD CADEWA Smartセミナー



WEB申込はこちら：http://f-cadewa.com/event/20191203
Webからのお申し込みは、以下URLよりお申し込みください。

Copyright 2019 FUJITSU SHIKOKU INFORTEC  LIMITED

貴社名

ご所属/お役職

お名前

連絡先 住所 〒

電話 携帯

E-mail

■チェックマークと、必要事項をご記入の上、お申し込みください。

□リリース発表会（仙台）に申し込みます

お申し込みFAX送信先 : 089-945-5347

http://www.f-cadewa.com/

ご記入いただいた情報は、弊社及び関連会社が行う製品に関するサービス、新製品のご紹介、講習会等のご案内目的の為に利用させていただく場合があります。
登録された内容についての照会、削除あるいは修正については弊社担当までご連絡ください。

■個人情報の取り扱いについて同意のうえ、お客様のご連絡先をご記入ください。

設備CADに
できることは何か。

さまざまな課題に直面している建設業界。
深刻な人手不足。
資材の高騰。働き方改革による事実上の
工期短縮。
さらにはベテラン組の大量離職にともなう
技術継承の問題。
これらの問題をすべて解決に導く、
「賢さ」をまとったフル3次元CAD。
シリーズ最高峰CADEWA Smart誕生です。

※本お申し込みにて空席を確認後、受講票を送付させていただきます。
※ 1企業複数名様が参加される場合、お手数ですが1名様毎に1申し込みお願いします。（参加者様全員お申し込み）

株式会社富士通四国インフォテック

お問合せ先

松山事業所
〒790-0022 愛媛県松山市永代町13 松山電気第2ビル
CADソリューション部
TEL: 089－945－6228 FAX: 089-945-5347

東京事業所
〒144-8588 東京都大田区新蒲田1-17-25
富士通ソリューションスクエア
CADソリューション部
TEL: 03-6381-1778
個人情報管理責任者：CADソリューション部部長


