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CAD基本機能（部品、アセンブリ、図面）、簡易設計検証（部品の構造、流体）インポートモデルの自動フィーチャ認識
3D設計・製品設計・図面作成・共有 SOLIDWORKS

 Standard Professional Premium

SOLIDWORKS Simulation
 Standard Professional Premium

Simulation

PDM

Communication

線形静解析（ビーム・シェル・ソリッド要素、アセンブリ）※1、モーションシミュレーション※1、疲労解析、傾向トラッカー
イベントベースのモーションシミュレーション、モーション最適化・寸法最適化、解析結果形状の出力、2D簡略化
サブモデリング、固有振動解析・伝熱解析（定常・非定常）、落下試験・疲労解析・座屈解析、トポロジー最適化
非線形解析、線形動解析、非線形動解析、積層材解析

設計検証・解析機能

SOLIDWORKS ComposerSOLIDWORKS
Composer Enterprise Sync Player Pro

 Standard Professional

熱流体解析機能
空調機器オプション
電子機器オブション

熱流体解析機能 SOLIDWORKS Flow 
Simulation HVACモジュール エレクトロニクスモジュール

サーフェス/ソリッドメッシュ・ウェルドライン・ショートショート・エアトラップ・ヒケ

樹脂流動解析機能

技術資料・製品資料・3Dアニメーション・テクニカルイラスト作成
3D CADデータインポート（SOLIDWORKS、Inventor、Pro/E、IGES、STEP など）
手動設定による一括処理・分散ファイル生成・コマンドベースのバッチ処理
ファイルの閲覧と再保存・ActiveXコントロール

技術文書のコミュニケーション機能

Electrical
SOLIDWORKS Electrical

Schematic3D Professional
SOLIDWORKS CAD製品へのアドイン、2D回路データと3Dモデルのリアルタイムリンク、配線の検討
2D電気設備設計ツール(図面、リスト作成)、部品ライブラリ、プロジェクト管理DB

電気設計機能

CAM 自動フィーチャ認識、ナレッジベース加工、2.5軸ミリング加工
4/5軸割り出し加工、アセンブリ加工、計測処理（プローブ）定義、旋盤加工

ナレッジベースのCAM機能 

SOLIDWORKS Plastics

持続可能性の検証・代替材料検索・レポート出力

持続可能性の検証機能 SOLIDWORKS Sustainability

SOLIDWORKS Inspection

3次元設計データ・図面データ管理、部品表（BOM)、参照先、簡易検索、簡易ワークフロー、リビジョン管理

製品データ管理機能

●アセンブリのDimXpert、3次元図面ビュー製作、3D PDF出力、3D PMI（製造情報）の比較

3D設計・製造のコミュニケーション機能 SOLIDWORKS MBD (Model Based Definition)

●

●
SOLIDWORKS図面の寸法自動抽出、自動バルーン、SOLIDWORKSファイルのユーザー定義プロパティの取り込み（図面・モデル）
PDF・TIFF図面の読み込み（OCR機能）、自動バルーン（キャプチャの特性ごと）、図面の変更箇所比較

遠隔地や大規模なチーム設計、複数ドキュメントタイプのプレビュー、カスタムBOM、設計データの検索、トランジション、
複数のワークフロー、コンフィギュレーション管理、officeアドイン、自動タスク、Web2、マルチサイト複製、API、ポルトDBの複製

検査のコミュニケーション機能 Standard
●

●

●測定値入力、CMMデータの取り込み、カラー結果表示、自動検証機能（合否判定）

Professional

SOLIDWORKS PDM
Standard Professional

●

●

●Visualize
アニメーション、ムービー出力、ブラウザベースのVR作成、ターンテーブル360°スピン、ネットワークレンダリング（Visualize Boost）

写真品質のコンテンツ作成ツール
3次元CAD・CGデータのインポート（SOLIDWORKS/3D PDF/IGES/STEP 他）、解像度無制限のレンダリング、画像出力

SOLIDWORKS Visualize
Standard Professional

APIアクセス、ネットワークライセンス、サポート

DWGファイル対応２D CAD DraftSight Enterprise/ Enterprise Plus

※2

※2

※4

※3

※4

※4

２D編集

Premium

開発元：Dassault Systèmes SolidWorks Corp.（米）

フォトリアリスティックレンダリング、デザインコミュニケーション、標準部品ライブラリ、加工コスト検証、タスクスケジューラー
電気系と機械系CADの連携、交差スタックアップ解析、スキャンデータの利用、小規模向け設計データ管理

線形静解析（ビーム・シェル・ソリッド要素、アセンブリのサポート）、曲面サーフェスの平坦化
ルーテイング（配管・ハーネス・チューブ）、モーションシミュレーション、持続可能性の検証、アセンブリ加工コスト検証

そり、金型冷却

マルチキャビティ・ランナー最適化・冷却時間・インサート成形・オーバーモールド
ガスアシスト&バルブゲート・コインジェクション・ファイバー＆複屈折

SOLIDWORKS CAM

●
Standard

●

●

Professional
※6

※5

※1：SOLIDWORKS Premiumに含まれるSimulation機能  ※2：アドイン製品（有償）  ※3：SOLIDWORKS Professional以上で無償利用可能  ※4：スタンドアロン版で対応する機能
※5：SOLIDWORKS Professional/Premiumのサブスクリプションサービス加入ユーザーは無償利用可能  ※6：SOLIDWORKS CAD製品のサブスクリプションサービス加入者利用可能

●SOLIDWORKSは、Dassault Systèmes SolidWorks Corp.（米）の登録商標です。 ●Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。 
●記載されている会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

SOLIDWORKS®が提供するのは、日本のものづくりを支援する、
生産性の高い快適な設計環境です。

設計 ソリューション

SOLIDWORKS の製品群は、3D データによる情報共有や製品データ管理などの統合されたワークフローによってさまざまな

設計/検証環境に配慮されており、製品開発プロセスのほとんどの要素をカバーしています。SOLIDWORKSを採用することで、

多数の分野にわたり、設計サイクルの時間を短縮して生産性を向上し、先進的な製品を迅速に市場に投入することができます。

ソリッドワークス

ソリューション/サービス

設計業務支援ツール

SOLIDWORKSを使用する設計現場に対応した、モデリング・図面・ユーティリティ・データ管理・コン
テンツ作成/解析・PDMといった6カテゴリ全67機能※によって、３D設計の効率化を実現できるアド
インツール群です。すべてのSOLIDWORKSユーザーが1機能より購入できます。ただし、弊社よりサブ
スクリプションサービス（SS）に加入されているユーザーには、特典として提供いたします。

キヤノンITソリューションズ

オリジナル

SOLiShie
設計現場に対応した6カテゴリ全67機能の
設計業務支援ツールを提供しています

3Dソリューションフォーラム
革新的な技術や取り組み事例をご紹介する
フォーラムを開催しています

APIトレーニング
APIの基本的から実践的な活用まで
お客様の開発環境に合わせ
トレーニングします

アドイン開発
設計業務の効率化に有効で利便性の高い
オリジナルアドインツールを開発します

PDM/PLM基幹システム連携
3次元データをさらに活用するために
PDM／PLMシステムへの連携をサポートします

導入支援
・操作トレーニング
・立ち上げ支援
・3D活用支援
・レスポンスサービス
 （3D CAD、PDM、Electrical、
  Plastics、Composer、
  Inspection、MBD）

受託サービス
・組み込み指示書
・加工データ支援

運用支援
・サポートサービス
・バージョンアップ支援

サブスクリプション
サービス

開発支援
PDM／PLM連携 運用支援

メルマガ配信
SOLIDWORKSを運用する上でのヒントとなる
有用な情報を定期的にお届けします

キヤノンITソリューションズが展開する

関連ソリューション

※2021年Ver.10リリース時点。一部弊社SS加入ユーザーにのみ提供機能あり。



設計 ソリューション 設計 ソリューション

SOLIDWORKS製品群

 PremiumProfessional

SOLIDWORKS

Standard Standard

SOLIDWORKS Composer

3D CADデータからテクニカルイラストや3Dアニ
メーションを簡単に作成し、製品に関するコミュ
ニケーションを改善します。
SOLIDWORKS Composer
ファイルは、無償のビューア
からどなたでも閲覧すること
ができます。

●テクニカルイラスト
●3Dアニメーション作成 ●3D CADデータインポート

SOLIDWORKS Electrical

SOLIDWORKS Electrical パッ
ケージには、設計プロフェッショ
ナルのニーズを満たす、さまざまな
電気システム設計機能が含まれ
ています。配線図と3Dモデルが
リアルタイムで双方向的に更新
され、ほとんどの製品設計データ
が同期されます。

●2D電気設備設計ツール（図面、リスト作成）、
　部品ライブラリ、プロジェクト管理DB
●SOLIDWORKS CAD製品へのアドイン、
　2D回路データと3Dモデルのリアルタイム
　リンク、配線の検討

SOLIDWORKS PDM Professional

設計及び関連部門の製品データ管理ソリュー
ションです。ハイレベルのデータ運用とワーク
フロー管理をサポートします。遠隔地を結ぶ
データ管理や設計変更プロセスの体系的な
処理が可能です。

●セキュリティ管理/ファイルの検索
●リビジョン管理/コンフィギュレーション管理

●SQLによる堅牢なデータベース・チーム設計
●分散環境/ワークフロー管理

SOLIDWORKS MBD

3Dモデルベース設計の図面レスツールです。
SOLIDWORKSファイル、eDrawings、3D PDF
ファイルなどを使用して、3DモデルデータにPMI
（製品・製造情報）を定義、構成、
出力（パブリッシュ）できるように
支援します。製造プロセスを3D
データで直接進めることができます。

組立指示のコミュニケーション

SOLIDWORKS Visualize

3D CADデータを活用して、簡単に
写真品質のコンテンツを作成でき
ます。
静止画のみならず、パノラマやアニ
メーションが簡単に生成でき、３D
資産の価値を高めることができます。

ビジュアリゼーション

SOLIDWORKS Inspection

図面から必要な検査寸法や幾何公差を一括で
検査レポートに出力できます。大量の検査用寸法
に対して、とても簡単に、素早く、
正確に検査レポートを作成でき
ます。
●SOLIDWORKS図面の寸法自動抽出
●自動バルーン
●SOLIDWORKSファイルのユーザー定義プロパティ取り込み（図面・モデル）
●PDFまたはExcelへの書き出し
●PDF、TIFF図面の読み取り（OCR機能）

検査のコミュニケーション

SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS上で熱流体を解析するツール
です。モデルを即座に解析し、メッシュ制御
や多彩な解析機能で設計
現場の流体解析ニーズを的確
にサポートします。

●SOLIDWORKS Flow Simulation 熱流体解析
●HVACモジュール空調機器オプション※
●エレクトロニクスモジュール 電子機器オブション※
※アドオン製品（有償）・追加オプション

●自動フィーチャ認識
●ナレッジベース加工
●2.5軸ミリング加工

製品設 計 設計検証

SOLIDWORKS Professionalに配管・
配線設計、設計検証機能の一部などを
加えたSOLIDWORKS CADの最上位パッ
ケージです。

設計の生産性を向上する SOLIDWORKS 
Standardの機能に加え、データ管理ツール
や高度なフォトリアリスティック レンダリング、
コストの自動見積、 eDrawings® Professional 
コラボレーション機能、設計・図面の自動チェ
ック、部品のライブラリが搭載されています。

部品、アセンブリ、および2次元の図面を迅速
に作成できる、SOLIDWORKS Standard の
強力な3次元設計ソリューションの利点を
お確かめください。板金、溶接、サーフェス、
金型など特定の用途に向けたツールにより、
最高の設計を簡単に実現できます。

●Routing 配管/配線設計
●Sustainability 持続可能性の検証
●高度なサーフェス展開
●アセンブリCosting 加工コスト検証

●eDrawings Professional デザインコミュケーション
●Toolbox 標準部品ライブラリ
●PhotoView 360 フォトリアリスティックレンダリング
●Costing 加工コスト検証
●タスクスケジューラー
●ScanTo3D スキャンデータの利用
●CircuitWorks 電気系と機械系のCAD連携
●TolAnalyst 公差スタックアップ解析
●PDM Standard 小規模向け製品データ管理

Premium
Professional

●時系列変化の検証  線形動解析
　（時刻歴応答・調和振動・不規則振動）

●非線形動解析

●樹脂などの検証  非線形解析
　（幾何学的非線形・材料非線形・非線形接触）

●積層材料の検証  積層材解析
　線形静解析（線形構造解析）・
　固有値解析・座屈解析

●線形動解析からの疲労解析

●変形後の形状出力 解析結果形状のエクスポート
●最高温度の検証 熱伝導解析
●共振の検証 固有値解析
●座屈破壊の検証 座屈解析
●落下検証 落下試験解析
●疲労破壊の検証 疲労解析
●接触イベント等の機構検証
　イベントベースのモーションシミュレーション
●部分的な詳細解析 サブモデリング
●設計案の比較検証 寸法最適化
●トポロジー最適化

●Intel 直接スパースソルバによる高速化
●3種類のメッシャーによる安定化
●自己接触
●強度検証　線形静解析（線形構造解析）
●機構検証　モーションシミュレーション

●疲労解析
●傾向トラッカー
●機構検証結果による最適化 モーション最適化
●モーションの構造解析
●Intel 直接スパースソルバによる高速化
●3種類のメッシャーによる安定化
●自己接触
●強度検証 線形静解析（線形構造解析）
●機構検証 モーションシミュレーション

SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation Professional
機能に加え最上位バージョンとして非線
形解析、動解析、積層材解析にも対応し、
解析専門者のニーズにも応えるパッケージ
です。

SOLIDWORKS Simulation Standardの
機能を充実させ、熱、振動、座屈、疲労、落下
試験、イベントベースのモーション、トポロジー
解析など、様々な角度からの設計検証を
可能にした統合型解析パッケージです。

SOLIDWORKSで設計されたモデルを、
同一ウィンドウの統一された操作性で、
構造を検証するCAEパッケージです。

熱流体の設計検証電 気 設 計

大 規 模 向け製 品データ管理
DraftSight

DraftSightは既存図面のメンテナン
スコストの負担を大きく軽減します。膨
大な過去の2次元資産（図面）を活か
し、自由に編集することができます。

２D 編 集 3D設計・製造のコミュニケーション

●3Dビューのキャプチャ（固定ビュー作成）
●ダイナミックアノテートアイテム表示

●3D PDF出力テーマのカスタマイズ
●モデルエクスポート（3D PDF・eDrawings）

３D Interconnect 変換プロセスを省略し、さまざまな設計ツールのCADデータをネイティブファイルのように扱えます。

部品・アセンブリ・図画編集・3Dアノテーション・
板金・溶接・モールド・データ変換・干渉チェック
（静的干渉/動的干渉）・リアリスティック・リアル
タイム表示・アニメーション・ベーシックモー
ション・相互運用性
●FeatureWorks フィーチャ認識
●Utilities 生産性向上ツール

●CADソフトウェア基本機能

他社3次元CAD形式：PTC（ProE,Creo）,Inventor,Solid Edge,NX, CATIA V5（Premiumのみ）  中間ファイル形式：STEP,ACIS,IGES,DXF/DWG,IFC,JT 

SOLIDWORKS Plastics

射出成形樹脂部品のための、初心者にも使いやすい操作
手順をもった設計者向け検証ツールです。さらにSimulation
と連携することで上級者にも役立つ
樹脂の熱と応力分布の検証機能など
を両立し、流れの再現性が良いハイ
ブリッドメッシュも作成可能です。
●SOLIDWORKS Plastics Standard 充填解析
●SOLIDWORKS Plastics Professional 充填・保圧解析
●SOLIDWORKS Plastics Premium 充填・保圧・そり・金型冷却解析

樹脂部品の設計検証
SOLIDWORKS CAM

SOLIDWORKSの設計データを最大限に活用
できるCAMツールです。2軸加工をメイン
とした、NCデータ作成の自動化を促進させる
ナレッジベース機能などを備えています。

機械加工用データ作成ツール

※Professionalで装備されている機能

●4/5軸割り出し加工※
●計測処理（プローブ）定義※
●旋削加工※

●DraftSight Enterprise: セルを使った方程式, ブロックアトリビュートマネージャー, 
　ビューポートレイヤーのフリーズ, イメージトレーサー,ネットワークライセンス, 展開ツール
●DraftSight Enterprise Plus：フル3次元機能, 2次元ジオメトリおよび寸法拘束,
　ネットワークライセンス, 展開ツール


