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モータ設計ツール

Espresso for Rotating Machines
by JMAG
使用イメージ

ワンクリック

設計仕様を入力

モータの基本特性を出力

主な特徴

特性

設計仕様からワンクリックでモータの基本特性を確認。

トルク・鉄損・銅損・効率・誘起電圧

磁気飽和を考慮。
解析経験は問いません。すぐに使えます。

NEW

ご利用のお客様からお寄せいただいたFAQをWEBサイトで公開しました。
Q 7月30日以降も無償で利用できますか？
はい。延長申請していただければ、今後も無料でご利用いただけます。
延長申請方法につきましては、7月中にご案内いたします。
-------------------------------------------------------------------------------Q 計算手法何ですか？
詳細はお答えできませんが、磁気回路法ではなく、有限要素法をベースにしております。
-------------------------------------------------------------------------------Q 基本テンプレートの追加はありますか？
ご希望の形状がございましたら、以下お問い合わせフォームからお知らせください。
検討します。

ワンクリック

お申込みは
こちらまで

www.jmag-international.com/jp/espresso
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導 入ご検 討のお 客 様へ
JMAG 体験セミナー／ 30 日間無料トライアルのご案内
JMAG のご導入をご検討されているお客様を対象に体験セミナーと 30 日間の無料トライアルをご用
意しております。是非この機会に JMAG-Designer の使いやすさと様々なサービスをご体験ください。

JMAG 体験セミナー

リニューアル

本セミナーでは製品をご紹介するとともに、テキストに沿いながらご自身で解析を実習していただきます。
ご興味のある課題を選択し、自習していただく時間もご用意しております。

セミナー概要
受講日数

各回半日

対 象 者

エンジニアリング解析ソフトウェアの導入を検討されているお客様

定

各回 4 名 〜 6 名（会場により異なります）

員

13：30 〜 16：30

受 講 料

無料

申込〆切

開催日５営業日前

内

１．JMAGの概要説明

容

＊定員に達した場合、締切らせていただくことがございます。

２．参加者各自のオペレーションによる解析実習
３．JMAG-SLS（セルフラーニング）
を使用した実習
開催スケジュールと詳細は以下の URL からご覧ください。

http://www.jmag-international.com/jp/event/
JMAG 30日間無料トライアル
お客様に 1 ヶ月のライセンスを貸し出しいたします。トライアル期間中は、JMAG が提供する様々な
サービスをご利用いただくことが可能です。洗練されたプリポスト、高速な解析ソルバーをぜひお試しください。

トライアル期間を有効にご活用いただける３つのサービス
① JMAG アプリケーションカタログ
アプリケーションカタログでは、JMAGで適用可能なアプリケーションや解析機能を
お客様に知っていただくため、様々な事例をご紹介しています。

② JMAG セルフラーニングシステム
（SLS）
プラクティスモード
アプリケーション別の解析例を通して、JMAGを操作しながら手順と解析モデルの
導き方を学習します。解析例を通したJMAGの操作方法、解析モデルを作成する際の
パラメータの導き方などを学ぶことができます。

③ 個別機能チュートリアル
機能の使い方やアダプティブメッシュ機能の豆知識満載のPDFをご覧いただけます。
また、サンプルデータもご用意しています。

お申込み以下の URL からご覧ください。

http://www.jmag-international.com/jp/evaluation/

Simulation Technology for Electromechanical Design

JSOL出展イベントのご案内
JSOLが近日出展する展示会やセミナーです。会場まで起こしの際には是非、お立ち寄りください。皆様のご来場を
お待ちしております。

人とくるまのテクノロジー展2009

小間番号129番

開催概要
会期 2009年5月20日（水）～22日 （金） 10：00～17：00
会場 パシフィコ横浜
主催 社団法人自動車技術会参加費無料
※事前参加登録をされますと、当日会場窓口での
ご登録手続きなしでご入場頂けます。是非ご利用下さい。
オフィシャルサイト

http://www.jsae.or.jp/expo/
※事前参加登録はこちらから

2009 JCF
開催概要

TechniFair ブースNo.31
株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ ブース

会期 2009年6月1日（月） 12:00（受付開始）～、2009年6月2日（火） 8:00（受付開始）～
※時間は変更になる場合があります。
会場 ホテル グランパシフィック LE DAIBA（東京・台場）
〒135-8701 東京都港区台場2-6-1
主催 ダッソー・システムズ株式会社
オフィシャルサイト

http://www.seminar.jp/2009jcf/
※招待券ご希望の方は当社の営業まで cae-info@sci.jsol.co.jp

www.jmag-international.com
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Simulation Technology for Electromechanical Design

JSOLセミナーのご案内

全国8会場にて開催
近日募集開始！

『品質を変える！電気機器設計セミナー』
東京(6/19)、大阪（6/30）、名古屋（7/1）、福岡（7/3）、長野（7/8）、仙台（7/15）、金沢(7/23)、
浜松（7/28）の合計8会場で電気機器設計に関するセミナーを企画しております。
JMAGの最新機能の紹介から効率的な使い方、解析技術の紹介に至るまで豊富なコンテンツを
ご用意しております。皆様の課題や悩みを解決する技術相談会も計画しておりますので、是非
ご参加ください。

開催概要
＜主 催＞ 株式会社JSOL
＜日 時＞ 6月19日～7月28日
＜会 場＞ 東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、金沢、浜松の合計8箇所
＜参加費＞ 無料
＜定 員＞ 20名～30名 ＊会場により異なります。

プログラム（予定）

＊プログラムは変更になる可能性があります。

12：00～ 技術相談会
13：00～ 開催挨拶
13：25～ 『品質を変える！電気機器設計セミナー』
14：25～ JMAG機能紹介
15：55～ JMAG解析技術紹介
16：40～ JAMGの効果的な使い方

※詳細は当社WEBサイト、メールニュースをご覧ください。

http://www.jmag-international.com/jp/
www.jmag-international.com

JMAG News Letter (May.2009)

