
すべて半角英数字でご記入くださいますようお願いいたします。

Academic Certification Provider Program にご興味をお持ちくださり、
ありがとうございます。お申込みはこちらの “smartsheet” に
ご記入をいただいています。

Academic Certification Provider（日本の場合）は、
SOLIDWORKS 教育版 ネットワークライセンス 100 ライセンス以上を
お持ちで且つ サブスクリプションサービスにご加入中のお客さまを
対象にしています。CSWA、CSWP をはじめとした各種試験の
管理者となることが可能です。

Academic Certification Provider に申し込む場合は、
以下のフォームにご記入くださいますようお願いいたします。
SOLIDWORKS Accredited Educator 認定に必要な試験（CSWA, 
TECE）の受験を希望する場合は、Academic Certification Provider に
ご登録済であることが必要です。

ここでご入力いただいた情報は、Dassault Systèmes SolidWorks 
Corporation とサード・パーティーが商用目的であなたの個人情報を
取り扱う際のプライバシーポリシーに同意するものとします。

ここでご入力いただいた情報はプライバシーポリシーに基づいた上で、
Dassault Systèmes SolidWorks Corporation とサード・パーティー
からのマーケティング、及び ビジネス目的のコンタクトがあることに
同意しますか？

Academic Certification Provider に申請する場合は
（教職員・技術職員である以外に）18歳以上であることが必要です。

Academic Certification Provider ApplicationAcademic Certification Provider Application

* 同意する

* はい、 18歳以上です。

同意する

同意しない

Thank you for your interest in becoming a part of the SOLIDWORKS 
Academic Certification Provider Program. Please note we are using 
the tool smartsheets to gather your application information.

An Academic Certification Provider is defined as an educational 
institution, on subscription, with a minimum number of licenses 
(varies by country), that is eligible to administer CSWA, CSWP, and 
other specialty exams.

To apply to become an Academic Certification Provider, please fill 
out the following application. If you are pursuing your Accredited 
Educator Certification, you must be an Academic Certification 
Provider. To learn more, please visit: 
https://www.solidworks.com/sw/education/certification-programs-cad-students.htm

By submitting your information, you acknowledge you have read and 
you hereby accept the Privacy Policy under which your personal data 
will be processed by Dassault Systèmes SolidWorks Corporation and 
third parties for its business purposes.

I agree to receive marketing and sales communications from Dassault
Systèmes SolidWorks Corporation and third parties for its business 
purposes, according to its Privacy Policy.*

In order to apply for the SOLIDWORKS Academic Certification 
Provider Program you must be 18 years or older.

* Accept

Agree

Disagree

* Yes I am 18 years or Older



すべて半角英数字でご記入くださいますようお願いいたします。

名

姓

学校名
正式名称（略称不可）をご記入ください。
そのまま認定証に印字されます。

SOLIDWORKS 教育版 シリアルNo. 
24桁、9020… で始まるシリアルNo. ではありません。

学校の住所

住所 1

住所 2

市町村区

都道府県

郵便番号

国名

Instructor First Name *

Instructor Last Name *

School Name - Please type the entire school name –
No abbreviations !! Your school name will be printed on all student 
Certificates. *

SolidWorks Education Edition 24-character serial Number. 
This is NOT a number starting with 9020. *

School Address

Street Address 1  *

Street Address 2

City *

State *

Zip *

Country *



すべて半角英数字でご記入くださいますようお願いいたします。

教育機関レベル

短期大学/大学

高等専門学校

専門学校、職業訓練校施設（ポリテクセンター）、等

高等学校

中学校

役職

学校のメールアドレス
教育機関のドメインであることが必要です。
Gmail などのフリーメルアドレスはご記入いただけません。

電話番号

CSWA（初級試験）の試験タイプをお選びください。

• 3時間のテスト 日本語受験の場合はこちらをお選びください。

• 90分 x 2 セグメントのテスト（英語・ドイツ語のみ）
両セグメントが合格点に達する必要があります。

CSWP（上級試験）の試験タイプをお選びください。

• 3時間 20分のテスト（英語のみ）

• 3 セグメント（70分 + 50分 + 80分）のテスト
全セグメントが合格点に達する必要があります。
日本語受験の場合はこちらをお選びください。

School Level *

College/University

Technical College

Community College

High School

Middle School

School Job Title *

Your school email address. 
We will not accept "gmail" type accounts. *

Contact Telephone Number

Please choose which type of CSWA exam needed. *

• 3-hour exam

• 2-part exam (each 90 minutes) – Must pass both parts to be 
certified. (Available in English and German only)

Please choose which type of CSWP exam needed. *

• 3-hour and 20 min exam

• 3-part exam (70/50/80 min)
– Must pass all 3 parts to be  certified. 



すべて半角英数字でご記入くださいますようお願いいたします。

アカウントに追加を希望する試験をお選びください。
追加料金はかかりません。

以下のすべての試験

CSWA – Additive Manufacturing（初級試験/積層造形）

CSWA – Sustainability （初級試験/持続可能設計）

CSWA – Electrical（初級試験/電気）

CSWA – Simulation（初級試験/シミュレーション、解析全般）

CSWP – Simulation（上級試験/シミュレーション、解析全般）

CSWP – Model Based Definition （上級試験/MBD）

CSWPA – Sheet Metal（上級専門試験/板金）

CSWPA – Weldments（上級専門試験/溶接）

CSWPA – Surfacing（上級専門試験/サーフェス）

CSWPA – Mold Tools（上級専門試験/金型）

CSWPA – Drawing Tools（上級専門試験/図面）

SOLIDWORKS 認定試験のルール
Academic Certification Provider として試験を始める前に、
以下をご一読の上、同意いただくことが必要です。

試験を実施する 10営業日前までに試験に必要なクレジットが
あるか、Virtual Tester アカウントを確認をする必要があります。

試験を実施する 5営業日前までに試験に必要な環境が
整っているか、確認をする必要があります。

試験は試験監督がいる環境で実施する必要があります。
監督官は学内の職員である必要があります。

*

*

*

Please select all of the following specialty exams that you would like 
us to also add to your account. There is no additional cost for these 
exams !  *

All of the above

CSWA – Additive Manufacturing

CSWA – Sustainability

CSWA – Electrical

CSWA – Simulation

CSWP – Simulation 

CSWP – Model Based Definition

CSWPA – Sheet Metal

CSWPA – Weldments

CSWPA – Surfacing

CSWPA – Mold Tools

CSWPA – Drawing Tools

Certification Rules
As an Academic Certification Provider, you must read and agree to 
the following rules before offering the exam to students : 

Provider agrees to check Virtual Tester account 10 business 
days before exam day to see if they have the credits they 
need for testing.

Provider agrees to verify the testing environment 5 business 
days before exam day

Provider agrees to give the exam in a proctored setting. 
The proctor must be a school employee.

*

*

*

2020/1月以降、
日本語化予定あり



すべて半角英数字でご記入くださいますようお願いいたします。

試験中

受験者は、どの SOLIDWORKS 認定試験においても
同じメールアドレスを登録・使用する必要があります。

受験者は、自分自身で受験する必要があります。

試験で不合格となった場合は、次の試験まで14日間、
復習期間として空ける必要があります。

SOLIDWORKS 認定試験にチャレンジする場合は、
まず最初に CSWA に合格する必要があります。

ご一読の上、ご確認ください。

SOLIDWORKS は、試験実施中の環境をモニターします。

不適切なご利用があったとみなされた場合は、
Academic Certification Provider は解除され、
今後のご利用は認められません。

上記の回答を自分に送る

*

*

*

*

*

During the Exam

Each student is required to use the same personal email 
address for all exams.

Students must take their own exams.

If a student fails any segment of an exam, the student must 
wait 14 days before retaking that exam.

Students must first pass the CSWA exam before taking any 
other Professional level exam

Read and Confirm

SOLIDWORKS monitors the testing environment during exams. 

We have a right to terminate a proctor or delete a certificate 
due to misuse of the Academic Certification Provider program.

Send me a copy of my responses

*

*

*

*

*

Submit 完了


