パッケージ型

SFスクールのご案内

パッケージ型ＳＦスクールは、 Step1～Step6まで、各Step2日間 計12日間で、こちらでご用意
したカリキュラムに沿って行い、REAL4の基本操作習得を目的としております。
各入力方法等を一度に覚えるのではなく、ステップアップ方式にて行いますので、REAL4の基本操
作方法が確実に身に付きます。
各Step終了時には、各入力方法における習得度のチェックリストをご記入頂きますので、現状の理解
度を客観的に把握でき、不安な項目は次のStepまでに克服しておくことが出来ます。
また、基本操作を習得していることで、様々な物件にも対応できるようになります。
Step3/Step6では、テスト物件入力を行い、それまでの習得度のチェックリストを経営者様や上長
様へご報告を行います。なお、Step6終了時には「修了証書」をお渡し致します。
全国14ヶ所にて開催致しますので、どちらの会場でもお申込みが可能です。
6回コース
前半(3回)
後半(3回)

：
：
：

月2日で計12日間で本体・母屋・胴縁・2次部材の操作方法を習得
本体・ブレース入力及び各種図面帳票出力までの操作方法を習得
REAL4の入力機能及び母屋・胴縁操作方法を習得

コース

S Fスクールカリキュラム
1日目

マニュアルを使用した本体入力基本操作習得
柱・梁入力/勾配設定/一般図作図

Step1
2日目
前
半

(
3
回

1日目

物件入力練習
一般図を元に本体入力～勾配(片流れ)設定～一般図作図

マニュアルを使用したブレース入力・符号管理・詳細図作図等操作習得
ブレース（既製品・形鋼）入力・符号管理・詳細図・加工図・ガイド図・パラメータ等

Step2
2日目

物件入力練習
一般図を元に本体入力～勾配(片流れ)設定～符号管理(指定されたルールで符号を付ける）～各種図面作成

)
1日目
Step3

6
回
コ
ー

入力テスト（入力～符号管理～作図）
3ヶ月での習得度をテスト物件を用いて確認

2日目
1日目

ス

マニュアルを使用したRE AL4入力機能習得
ハンチ・スタイル・各詳細設定・工区塗装・二次部材 他

Step4
2日目
後
半

(
3
回

1日目

様々なケースでの入力方法や設定・修正方法の習得
合掌梁・ｾﾝﾀｰｼﾞｮｲﾝﾄ梁・ｸﾚｰﾝｶﾞｰﾀｰ・耐風梁・支持ｶﾞｾｯﾄ・断面詳細合せ設定・接続情報変更・レイヤー設定 等

マニュアルを使用した母屋・胴縁入力・符号管理・割付図・加工図作図習得

Step5
2日目

物件入力練習
割付図を元に母屋・胴縁入力～符号管理～各種図面作図

)
1日目
Step6

入力テスト
3ヶ月での習得度をテスト物件を用いて確認

2日目

スクール料金

1名様あたりの参加費用

【AI-Prime-Members】
◆6回コース ￥300,000（税別）
【一般ユーザー】
◆6回コース

￥420,000（税別）

※各会場にて定員になり次第、お申込みは締め切らせて頂きます。
※上記金額には、会場までの交通費・宿泊費・昼食代等は含まれておりません。
※お支払いは、前半/後半の2回に分けてのご請求とし、前払いにて申し受けます。
※お客様のご都合での途中解約によるご返金はお受け出来ません。
※やむを得ない事情により、申込者がご参加できなくなった場合は、別の方への変更は可能ですが、途中参加される場合、それまでの講習が
必要な場合は、別途有償にて申し受けます。
※スクールで使用するパソコン及びREAL4のプロテクトはこちらでご用意致します。
※本スクールはREAL4の基本操作方法習得を目的としておりますので、鉄骨用語等、鉄骨知識に関するご説明は行いません。
ある程度鉄骨に関する用語等、ご理解頂いた上でご参加頂きますようお願い申し上げます。
REAL4を使用される上で必要な用語集等の資料もご用意しておりますので、必要な方はドッドウエルビー・エム・エスのホームページより
ダウンロードも可能です。

http://www.dodwellbms.co.jp/sf/real4/index.html
⇒「ドッドウエルビー・エム・エスHPトップページ」→「AI-Prime-Membersご案内ページ下段」→「鉄骨初心者のための学習用資料」

お申込み控え

お申込み頂いた内容をこちらに控えとしてご記入下さい。

お申込日

：

年

月

受講者名

：

お申込み

： □ AI-Prime-Members

日

□一般ユーザー

□第5期：2021年11月～2022年4月
<申込会場>
□札幌
□新潟
□福山

/ □八戸
/ □金沢
/ □福岡

/ □仙台
/ □静岡
/ □宮崎

/ □高崎
/ □名古屋
/ □鹿児島

/ □東京
/ □大阪

各会場の日程は別紙にてご確認ください

SF スクール申込書
会社名

㊞

申込日

：

年

受講者名

：

電話番号

：

FAX

：

E-Mail

：

月

日

※受講者様と連絡が取れる電話番号/FAX/E-Mailアドレスをご記入ください

お申込み

： □ AI-Prime-Members
6回コース￥300,000(税別)

□一般ユーザー
6回コース￥420,000(税別)

□【第5期】2021年11月～2022年4月

<申込会場>FAX番号
□札幌（011-219-0230）

□八戸（019-651-3932）

□仙台（022-227-8074）

□高崎（027-326-9737）

□東京（03-3249-6267）

□新潟（025-243-7334）

□金沢（076-221-7996）

□静岡（054-247-2794）

□名古屋（052-930-6012）

□大阪（06-6261-8333）

□福山（082-223-0457）

□福岡（092-473-7412）

□宮崎（099-226-3943）

□鹿児島（099-226-3943）

※お申込み頂く内容に☑を入れて頂き、各会場担当部署へFAXにてお申込み下さい。

SFスクールスケジュール

SFスクールスケジュール

第 5 期 募 集 ： 2021年11月～2022年4月 AM10:00～PM4:00まで
定
員 ： 5名 （各会場共通）
6回コース
開催場所

会場

前半（３回）

ドッドウエル
お問合せ・お申込み窓口

後半（３回）

Step1

Step2

Step3

Step4

Step5

Step6
札幌支店（担当：加藤）

札幌市

北海道建設会館

11/24(水)～11/25(木)

12/22(水)～12/23(木)

1/25(火)～1/26(水)

2/16(水)～2/17(木)

3/16(水)～3/17(木)

4/20(水)～4/21(木)

八戸市

ユートリー

11/24(水)～11/25(木)

12/22(水)～12/23(木)

1/26(水)～1/27(木)

2/16(水)～2/17(木)

3/16(水)～3/17(木)

4/20(水)～4/21(木)

仙台市

仙台支店内

11/11(木)～11/12(金)

12/9(木)～12/10(金)

1/13(木)～1/14(金)

2/3(木)～2/4(金)

3/3(木)～3/4(金)

4/7(木)～4/8(金)

高崎市

高崎支店内

11/10(水)～11/11(木)

12/8(水)～12/9(木)

1/12(水)～1/13(木)

2/3(木)～2/4(金)

3/2(水)～3/3(木)

4/7(木)～4/8(金)

高崎支店（担当：黒石）

(予定)

(予定)

(予定)

(予定)

(予定)

(予定)

☎027-326-9166 / 📠027-326-9737

東京都中央区

ドッドウエルBMS本社内

11/10(水)～11/11(木)

12/8(水)～12/9(木)

1/12(水)～1/13(木)

2/2(水)～2/3(木)

3/2(水)～3/3(木)

4/6(水)～4/7(木)

新潟市

新潟支店内

11/10(水)～11/11(木)

12/8(水)～12/9(木)

1/13(木)～1/14(金)

2/2(水)～2/3(木)

3/2(水)～3/3(木)

4/6(水)～4/7(木)

金沢市

金沢支店内

11/25(木)～11/26(金)

12/23(木)～12/24(金)

1/27(木)～1/28(金)

2/17(木)～2/18(金)

3/17(木)～3/18(金)

4/21(木)～4/22(金)

静岡市

静岡支店内

11/24(水)～11/25(木)

12/21(火)～12/22(水)

1/26(水)～1/27(木)

2/15(火)～2/16(水)

3/16(水)～3/17(木)

4/20(水)～4/21(木)

名古屋市

名古屋支店内

11/24(水)～11/25(木)

12/15(水)～12/16(木)

1/26(水)～1/27(木)

2/16(水)～2/17(木)

3/16(水)～3/17(木)

4/20(水)～4/21(木)

大阪市

大阪支店内

11/11(木)～11/12(金)

12/9(木)～12/10(金)

1/13(木)～1/14(金)

2/3(木)～2/4(金)

3/3(木)～3/4(金)

4/7(木)～4/8(金)

福山市

福山商工会議所

11/10(水)～11/11(木)

12/8(水)～12/9(木)

1/12(水)～1/13(木)

2/9(水)～2/10(木)

3/2(水)～3/3(木)

4/6(水)～4/7(木)

福岡市

福岡支店内

11/11(木)～11/12(金)

12/9(木)～12/10(金)

1/13(木)～1/14(金)

2/3(木)～2/4(金)

3/3(木)～3/4(金)

4/7(木)～4/8(金)

宮崎市

AZMホール

11/24(水)～11/25(木)

12/22(水)～12/23(木)

1/26(水)～1/27(木)

2/16(水)～2/17(木)

3/16(水)～3/17(木)

4/20(水)～4/21(木)

鹿児島市

鹿児島支店

11/17(水)～11/18(木)

12/15(水)～12/16(木)

1/19(水)～1/20(木)

2/24(木)～2/25(金)

3/9(水)～3/10(木)

4/13(水)～4/14(木)

☎011-231-6624 / 📠011-219-0230

盛岡支店（担当：佐藤）
☎019-652-3216 / 📠019-651-3932

仙台支店（担当：金山）
☎022-227-7764 / 📠022-227-8074

SF営業部（担当：香取/吉川）
☎03-3249-6249 / 📠03-3249-6267

新潟支店（担当：海津）
☎025-247-7333 / 📠025-243-7334

金沢支店（担当：山元）
☎076-221-0708 / 📠076-221-7996

静岡支店（担当：樋川）
☎054-247-2021 / 📠054-247-2794

名古屋支店（担当：鈴村）
☎052-930-6011 /📠 052-930-6012

大阪支店（担当：吉永）
☎06-6261-6131 / 📠06-6261-8333

広島支店（担当：黒瀬）
☎082-221-2013 / 📠082-223-0457

福岡支店（担当：篠原）
☎092-473-7411 / 📠092-473-7412

鹿児島支店（担当：井上）
☎099-226-3910 / 📠099-226-3943

鹿児島支店（担当：井上）
☎099-226-3910 / 📠099-226-3943

