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製図嫌いを治す特効薬「機械製図ＤＶＤ」とは

機械エンジニアたるもの、規格に則った製図の知識をきちんと身につけて
ほしいもの。しかし学校で学ぶ「機械製図」は、学生にはとても苦痛な科
目のようで「つぶやき」で一躍有名になった
「Twitter」では、製図への苦手意識を持った学生の「憂鬱な」
つぶやきで溢れています。この製図嫌い、治せないのでしょうか…？

学生から噴出する、製図への「ニガテ意識」

[商品構成] ①解説ＤＶＤビデオ5巻セット ②サブテキスト1冊

■型番：MD-100DVD　　■価格：\ 95,200(税別)

※サブテキストのみをお求めのお客様はお問い合わせください。

※Twitterのつぶやきから抜粋

製図の授業

しぬほど嫌だ…

製図の授業

しぬほど嫌だ…

1限機械製図かー

憂うつだなー1限機械製図かー

憂うつだなー

製図の授業は

苦手すぎて泣きたい…

 理解できない…

製図の授業は

苦手すぎて泣きたい…

 理解できない…

ＣＧ＋映像＋ナレーション =「直感理解」

機械エンジニアの"交通ルール"ともいえる機械図面の読み書きを
楽しくやさしく学べるＤＶＤ教材です。

で

Webページもリニューアル！Webページもリニューアル！

で

機械製図入門ＤＶＤ（全5巻セット）機械製図入門ＤＶＤ（全5巻セット）機械製図入門ＤＶＤ（全5巻セット）機械製図入門ＤＶＤ（全5巻セット）

[ ２０１０年度版 変更点 ]

① 新しい用語の追加
② 当てはめ寸法の変更
③ 重複寸法の変更
④ 寸法補助記号の追加
⑤ 形状の設計変更例を追加

製図 DVD

機械系ものづくり教材ラインナップ

基本をキチンとおさえたエンジニアを育成する、実践型教材をラインナップ！

実習で学ぶ！ シリーズNo.4 「 からくり台車 」

イメージしづらい２次元図面も、立体模型を
手に学習することで容易に理解できます。
豊富な訓練課題を収録したワークブックも付
属した実践型製図教材です。

製図訓練用実体模型セットは単品での
ご購入も可能です。
それぞれ価格が異なりますので研修目的に
応じてご検討ください。

製図訓練用実体模型セット
（JIS規定準拠模型54種＋ワークブック付属）

合格率1/3の難関、機械保全検定合格を目指す
あなたへ！ 機械保全(機械系)実技試験教材の決
定版といえる解説ＣＤ教材が最新の出題にあわ
せ解説項目と演習問題をリニューアルしました。

機械保全(機械系)実技試験対策ＣＤ
[全2巻]（2級対策版 / 1級学習ポイント）

発案、設計、製図、製作
ものづくりの流れが詰まった組み立て教材！

●組み立てることで、荷物の重みで自走する台車が完成します
●ラックとピニオン、止めねじ、プーリーシャフトなど
　小型ながら多種多様の部品に対する理解を深めることが可能
●組み立てと分解、どちらからでも違った学習ができる
●繰り返し実習することで、新たな発見と経験が生まれる奥深さ

外形寸法：340(W)×190(D)×420(H)mm( 組み立て時 )

※ 組み立てには六角レンチ、プラスドライバーが必要です。
※ 材質や仕様は今後、変更する場合がありますので、ご了承ください。



[高等学校] [高等専門学校] [大学] [企業]

３００時間相当の内容をＤＶＤ５本に凝縮。
２０１０年ＪＩＳ改正に対応。

「製図嫌い病」は誰しもかかりえます。
製図の勉強が「面白くない」「苦手だ」という学生は多くいます。
始めは単なる「ニガテ意識」でも、学生のうちに治しておかないと、仕
事を始め、やがてリーダーや中核社員になったとき、無視できない大
問題に繋がりかねません。
社内でしか通用しないルールが常習化している現場、加工現場泣か
せの図面、トラブルの事例は枚挙に暇がなく、ゆくゆくは「日本のもの
づくり」を揺るがしかねない問題です。
製図嫌いの学生を１人でも減らす努力が、いま必要です。

"製図嫌い病" 流行中？

導入実績＆お客様の声

導入実績

学生の「製図嫌い」は教育環境の変化による要因もあります。
本来、製図の読み書きには多くの時間と手間が必要で、かつて工業高校では３００
時間を費やして教えていました。
しかし昨今の教育現場では、ＣＡＤ技法などによって製図の時間数が減ったため、
どうしても"急ぎ足な"教育にならざるを得ません。
すると学生がついていけず、製図への"ニガテ意識"が生まれてしまいます。

ＣＧ・映像でやさしく解説
難解な単元もみるみる理解

　　　　①2010年のJIS B 0001(機械　
　　製図)改訂に完全対応
②CGアニメーションで直感的に理解
③貴重な加工現場映像を多数収録

"キホン" をしっかり教えたいものですが…

学生の"ニガテ意識"を解決するため生まれたのが「機械製図入門ＤＶＤ」です。参
考書だけではイメージしづらい部分もＣＧ、映像を駆使した解説で、まさに"一目
瞭然"です。
"わかる"ことは"楽しい"こと。いつもの授業に加えて、このＤＶＤを流すことで、理解
度は見違えるものになります。
"楽しい"科目になれば、"得意な"科目に変わるのはもうすぐです。

"ニガテ" 科目を、"得意な"科目にかえる

オリジナルキャラクター「メカ太郎」と「ドクターあらわし」
がナレーションつきで学習を徹底サポート。
生徒の目が"輝く"授業作りをお手伝いします。

"楽しく" 学ぶことにこだわりました

「機械製図入門ＤＶＤ」で、
生徒の目が "輝く" 授業作りを。

詳細な解説テキストが付属
練習課題で理解度アップ

　　　　①イラスト満載、200ページ　
　　以上ボリュームで丁寧に解説
②習熟度確認用の演習課題を多数収録
③随所に付録資料を満載

僕たちが丁寧に
解説します！

第１巻 第２巻 第３巻 第４巻 第５巻 

[収録時間] ５５分
1 線の種類と太さ
2 投影法の中の第三角法
3 機械製図で使われる　    
　第三角法とは
4 そのほかの投影法
5 正面図の選び方
6 平面図、側面図などの選び方
7 対称図形
8 局部投影図と補助投影図
9 断面の図示
10 特殊な図示法

製作図（上）

[収録時間] ５５分
1 寸法の表示
2 表面性状の指示

[収録時間] ６２分
1 寸法公差
2 はめあい
3 図面の書式
4 幾何公差

[収録時間] ６８分
1 軸 受
2 歯 車
3 ば ね

[収録時間] ６５分
1 ね じ
2 キ ー
3 ピ ン
4 リベット
5 止め輪

機械製図の基礎 製作図（下） 機械要素（上） 機械要素（下）

① 新しい用語として、最小二乗寸法、粗材寸法、工具サイズ、角度サイズ及びコントロール半径CRを追加
② JIS　B　0672-1に規定する当てはめ寸法（association method）を寸法に適用できるように変更
③ 重複寸法に重複記号を使用できるように変更
④ 寸法補助記号のCR、　　（ざぐり、または深ざぐり）、　　（さらざぐり）、及び　　（あなふかさ）を追加
⑤ 形状の設計変更例を追加

2010年版のポイントは？

自学自習にも

最適ですね！
工業高校 電子機械科教諭

高い教育効果が評価されて…高い教育効果が評価されて…

本突破!
※2014年4月現在シリーズ累計出荷数

旭化成工業㈱
花王㈱
東芝セラミックス㈱
㈱豊田自動織機
日亜化学工業㈱
㈱日立製作所
日立造船㈱
㈱日本製鋼所
日本ビクター㈱
富士写真フィルム㈱
富士通㈱
富士電機総合研究所
本田技研工業㈱
マツダ㈱
松下電器産業㈱
マブチモーター㈱
三菱電機㈱
㈱森精機製作所
㈱森永製菓

愛知工業大学
関東学院大学
北見工業大学
工学院大学
崇城大学
電気通信大学
東海大学
東京電機大学
東京都立科学技術大学
同志社大学
豊田工業大学
名古屋工業大学
日本大学
日本文理大学
福岡大学
明治大学
ものつくり大学
立命館大学
龍谷大学

明石工業高等専門学校
旭川工業高等専門学校
有明工業高等専門学校
石川工業高等専門学校
宇部工業高等専門学校
大分工業高等専門学校
北九州工業高等専門学校
久留米工業高等専門学校
高知工業高等専門学校
徳山工業高等専門学校
都城工業高等専門学校
鳥羽商船高等専門学校
苫小牧工業高等専門学校
富山工業高等専門学校
富山商船高等専門学校
奈良工業高等専門学校
福島工業高等専門学校
舞鶴工業高等専門学校
和歌山工業高等専門学校

浦和工業高等学校
王子工業高等学校
岡山工業高等学校
関商工高等学校
関東第一高等学校
上越総合技術高等学校
昭和第一学園高等学校
聖光学院高等学校
大同高等学校
高松工芸高等学校
豊田工業高等学校
名古屋工業高等学校
練馬工業高等学校
日立工業高等学校
広島工業高等学校
広島工業大学高等学校
北海道工業高等学校
名電高等学校
名南工業高等学

ＤＶＤＤＶＤ

大手自動車部品メーカー設計部 教育担当者様

新入社員教育に利用しています。

今までは教科書中心だったので、

理解しにくかった。音と映像による

編集で解かりやすく、新入社員も、

指導する側も大変便利で良く

できていると好評です。

大手自動車部品メーカー設計部 教育担当者様

新入社員教育に利用しています。

今までは教科書中心だったので、

理解しにくかった。音と映像による

編集で解かりやすく、新入社員も、

指導する側も大変便利で良く

できていると好評です。

こんな図面じゃ
作れないよ…
こんな図面じゃ
作れないよ…
こんな図面じゃ
作れないよ…

2010年版のポイントは？2010年版のポイントは？

(一部抜粋、五十音順、敬称略)

キャラクターが

親しみやすく
理解しやすいです

 短時間で初心者
でも理解できました！

大手自動車メーカー担当者大手空調機器メーカー担当者

3ＤＣＧを利用した

解説で平面の図面が

理解しやすいです

大手機械メーカー担当者

3ＤＣＧを利用した

解説で平面の図面が

理解しやすいです

[２０１０年 ＪＩＳ対応版]

日・中２カ国対応版
テキストもあります
日・中２カ国対応版
テキストもあります

※日・中２ヶ国語対応版テキストについて、詳細はお問い合わせください
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