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ご案内： 

この度は、PARTcommunity をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

PARTcommunity のユーザ認証システムが 2019 年 6 月より新しくなりました。 

本書では、PARTcommunity から CAD データをダウンロードする基本的な操作方法について説明

しております。 

 

PARTcommunity の新しいユーザ認証システムでのユーザ登録方法、その他のアカウントに関わる

操作に付きましては、『PARTcommunity ユーザ・ガイド 【１】ユーザ登録』をご参照ください。 

下記 URL にアクセスしてダウンロードしてください。 

 

URL： https://www.web2cad.co.jp/pcom/help/ 
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2  はじめに 

 

1. はじめに 

この度は、PARTcommunity をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

PARTcommunity は、部品メーカー各社様の機械部品の CAD データ・ダウンロードサイトです。様々な CAD に

対応した 3 次元、2 次元の CAD データやデータシートのダウンロードが可能です。 

本書は、PARTcommunity の基本的な操作方法についての説明になります。 

 

PARTcommunity は、CADENAS グループのドイツ本社で運営している b2b.partcommunity.com や、弊社サー

ビスをご利用いただいている部品メーカー各社様のホームページから呼び出すためのメーカー様専用の

PARTcommunity など、様々な PARTcommunity サイトが用意されております。 

それぞれの PARTcommunity サイトでは、デザインやレイアウトが異なる他、ユーザ認証無しでご利用いただけ

るサイトも存在します。 

本書では、国内の部品メーカー様のカタログを収録した web2cad.partcommunity.com（web2CAD ポータル）

を例に、使用方法を説明しております。 

 

 事前の準備 

はじめてご利用される方は、ユーザ登録をお願いしております。 

ご利用の前に、ユーザ登録を行っていただき、アカウント（メールアドレスとパスワード）をご準備ください。 

 

ユーザーアカウント 新規登録時の E メールアドレスです。 

パスワード 新規登録時に、お客様にご指定いただいたパスワードです。 

 

ユーザ登録は無料で行えます。また、CAD データのダウンロードも無料です。 

ユーザ登録、またはパスワードを忘れた場合の対処方法は、別冊の「PARTcommunity ユーザ・ガイド 【１】ユ

ーザ登録」をご参照ください。 

 

 動作環境 

PARTcommunity は、下記のブラウザを動作対象としております。 

 Internet Explorer ：バージョン 11.0 

 Microsoft Edge ：最新版 

 Chrome ：最新版 

 Firefox ：最新版 
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2. 本書の内容 

本書では、初めて PARTcommunity をご利用いただく方を対象に、CAD データをダウンロードするまでの一連の手

順を通して、３次元や２次元の CAD データのダウンロードを行なうまでの操作方法を説明しております。 

本書は、以下で構成されています。 

 

３．PARTcommunity の更新内容 

以前のバージョンの PARTcommunity から改良された点、変更内容を説明しております。 

従来のバージョンのご利用経験のある方も、本章をご一読ください。 

４．基本操作＞３次元データ・ダウンロード 

３次元データをダウンロードするまでの、基本的な操作の流れをご説明しています。 

初めてご利用の方は、本章の手順に沿って操作をしていただく事で、使い方がご理解いただけます。 

５．２次元 CAD データのダウンロード操作 

２次元データのダウンロードを主とされる方は、こちらの章も合わせてご確認ください。 

 

3. PARTcommunity の更新内容 

 

ログインと操作 

ログインを行なわなくても、部品の検索や選定が行なえるようになりました。 

CAD データのダウンロード、もしくはプレビューの更新を実行するに、ログインが必要になりま

す。 

 

また、ログイン時に「ログイン情報を記憶」を選択することで、次回のご利用の際に、ログインが

不要になりました。 

 

フォーマット選択 

CAD データをダウンロードする際のファイル・フォーマットの選択方法が改善されました。（「４．

基本操作＞3 次元データ・ダウンロード」をご参照ください。） 

また、2 次元データのダウンロードに関わる点で、3 面図や 6 面図の指定方法が変わりました。

（「５．2 次元 CAD データの操作」をご参照ください。） 
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4. 基本操作＞3 次元データ・ダウンロード 

以下の説明では、web2cad.partcommunity.com サイトを基準に、その操作方法をご説明しております。 

下記の URL にアクセスして操作を行なってください。 

URL：  http://web2cad.partcommunity.com 

 

 画面の説明（基本情報） 

起動画面 

画面の右上の領域では、言語切換え、およびユーザ認証のためのコマンドが用意されています。 

画面の部品メーカー名が掲載されている領域で、これからダウンロードしたい製品を指定していただけ

ます。 

 

 

３つの画面モード 

PARTcommunity では、3 種類の画面表示モードが用意されています。 

パーツ選択/パーツビュー（テーブル）/パーツビュー（垂直）です。この 3 つの画面モードを移動しな

がら、製品型式を特定します。 

 

        パーツ選択            パーツビュー(テーブル)      パーツビュー(垂直) 
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パーツ選択モード 

起動時の画面がこちらです。これからダウンロードするデータを選択するモードで、メーカーや部品を

クリックして選択します。 

部品は、一般的にはカタログの目次の様な構成で収録されていますので、順番に画面上のメーカー名や

製品のシリーズ名などをクリックして選択できます。 

 

パーツビュー(テーブル)モード 

パーツ選択モードで製品シリーズを指定した後に表示される画面モードです。 

検索結果をクリックした結果表示されるのも、この画面モードです。 

製品の種類によっては、このパーツビュー(テーブル)モードで、製品の指定が行なえます。例えば、歯車

やベアリング、ねじの様な部品の場合、歯数、内径・外径、呼び径、長さなど、寸法表がテーブル形式

で表示されて、目的の部品を選択できます。 

この選択の際には、寸法表のパラメータで、絞込み（フィルタリング）も可能です。 
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パーツビュー(垂直)モード 

パーツビュー(テーブル)モードで選択した後に表示される画面モードです。 

複雑なオプション選択を持つ製品の場合、こちらの画面でオプション構成を指定できます。 

例えば、空気圧シリンダの「スイッチの有無」「ストローク」、アクチュエータ製品の「ストローク」「ブ

レーキの有無」「モータ折り返し方向」「ケーブル長」など、様々なオプションの選択がある製品で使用

されます。 

 

 

以下、手順に従って CAD データのダウンロードまで操作してみましょう。 
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 ログイン 

 

① ログインを行ないます。ご自分のログインアカウント（メールアドレスとパスワード）をご用意く

ださい。 

画面右上の「ログイン」をクリックします。 

 

② 下記のログイン画面が表示されます。 

 

E メール、パスワードを入力して、「ログイン」ボタンを押します。 

（この際に、「ログイン情報を記憶」にチェックを入れてログインすると、次回からはこのログイ

ンプロセスを省略できます。） 

③ ログインが完了すると、画面の右上の表示が“ログイン中”の表示に切り替わります。 

 

 

↓ 
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 部品選定（ベアリングの例） 

 

例としてベアリングの選択方法を試してみましょう。 

オプションなどの組み合わせは無く比較的シンプルな部品ですが、型式数が多く（サイズ違いが多い）、目的型式を

見つけるために、フィルタ機能を上手に使い、スペックから絞り込むことを学習します。 

 

 

① 画面を下方向にスクロールして、「NTN 株式会社」を探してみましょう。 

 

こちらのロゴをクリックします。 

② 様々な種類の部品が表示されます。 

順番に、製品の種類を選択していきます。 

 

「ボール・ローラーベアリング」＞「深溝玉軸受」＞「深溝玉軸受」＞「開放形」と選択していき

ます。 
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③ 画面がパーツビュー(テーブル)モードに切り替わりました。 

 

寸法表が表示されています。上部のパラメータのフィルタ機能を使用して、絞込みを行ないます。 

 

内径の項目のフィルタアイコンをクリックします。 
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内径に 20(mm)を選択して、「フィルタ適用」をクリックします。 

テーブル表示が下図の様に“内径＝20mm”で絞り込まれたのがお分かりいただけると思います。 
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④ 「6904」をクリックします。 

 

⑤ 画面が 6904 のスペックの表に切り替わります。パーツビュー(垂直)モードの表示です。ベアリン

グの場合は、これ以上のオプションなどの選択がありませんので、下図の様に表示されています。 

 

⑥ 製品の型式（メーカー型式）は、下図の様に表示されています。 
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⑦ 「プレビュー更新」をクリックすると、現在選択してる部品の 3D プレビューを見ることができま

す。 

 

⑧ プレビューを確認しましたら、3 次元 CAD データのダウンロードを行ないます。 

 

プレビューの下の「CAD ダウンロード」ボタンをクリックします。 

 

ここで、ダウンロードをするファイルのフォーマットを選択します。 
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ファイルの種類は 1 回の操作で 3 種類まで指定することができます。（3 種類以上選択すると、警

告メッセージが表示されて CAD データの生成が行えないのでご注意ください。） 

 

  

 

 

画面上には多くのフォーマットが表示されておりますが、簡単に絞込みが可能です。 

上部の入力ボックスにフォーマット名を入力すると、上図の様に絞込むことが可能です。 

 

「２D」「３D」をクリックすると、2D フォーマットのみ、3D フォーマットのみに絞り込めます。 

また、下図の様に、チェックマークをクリックすると、現在設定されているフォーマットに絞り込

めます。 

 

⑨ フォーマットの指定ができましたので、CAD データをダウンロードします。 

 

「ダウンロードする」ボタンをクリックします。 
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収録されている部品点数は、オプションの組み合わせ違いなどを加味すると無限大の様に存在し、

また、ダウンロードフォーマットも沢山あります。そのため、事前にダウンロードしていただく

CAD データを用意しておくことができないため、リクエストに応じてダウンロードしていただく

データを生成しております。そのため、データの生成が完了するまで、ここで少しお待ちください。 

 

ブラウザによりダウンロードの際の動作は様々です。Internet エクスプローラの場合、CAD データ

の生成が完了すると、上記のメッセージが表示されます。 

また、画面上に以下の「ダウンロード」のリンクが表示されると、CAD データの生成が完了です。 

ブラウザのメッセージに従って、ファイルのダウンロードを行なってください。 
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 部品選定（空気圧シリンダの例） 

 

次に、例として空気圧シリンダの部品選択方法を試してみましょう。 

サイズや長さ（ストローク）違いが多数有り、更に、オプション選択の組み合わせも多い、複雑な製品です。パーツ

ビュー(垂直)モードでのオプションの選定の方法を学習します。 

 

 

⑩ 始めの画面に戻ります。 

 

画面左上の「すべてのカタログ」を選択します。 

 

上図の様に、始めの画面に戻りました。 
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「SMC 株式会社」＞「駆動機器」＞「コンパクトエアシリンダ」＞「CQ2 シリンダ」＞「CQ2-

Z/CDQ2-A – 薄型シリンダ/標準形：複動片ロッド」を選択します。 

 

⑪ 画面が、パーツビュー(テーブル)モードに切り替わります。 

 

同製品では、チューブ内径と取付支持形式（取付金具の種類）で、製品をテーブル上に並べていま

す。チューブ内径＝４０ｍｍ、取付支持形式＝(F)ロッド側フランジ形の「CQ2L12-5D」をクリック

します。 
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⑫ 画面は、パーツビュー(垂直)モードに切り替わります。 

チューブ内径と取付支持形式しか指定しておりませんので、空気圧シリンダの場合、目的の部品を

ダウンロードするためには、まだまだオプションの指定が必要です。 

パーツビュー(垂直)モードでドロップダウンリストが表示されている項目は、オプション選択の変

更が可能です。 

 

例えば、この製品の場合、「磁石内臓」の選択を「(D)磁石内臓」に変更するとオートスイッチが選

択できるようになります。また、オートスイッチを選択すると、リード線の長さやオートスイッチ

の個数の選択ができる様になります。 
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⑬ プレビューを更新すると、現在選択中のオプション構成の型式が、下記の様に表示されます。 

 

 

 

目的の部品であることを確認のうえ、CAD データのダウンロードを行なってください。 

CAD データのフォーマット選択と生成は、操作⑧をご参照ください。 
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5. 2 次元 CAD データのダウンロード操作 

 

3 面図や 6 面図などの 2 次元データの生成方法が、今回の新バージョンで改訂されました。 

以下をご参照ください。 

 

2D フォーマットからのダウンロード・・・断面図がダウンロードできます 

   

「CAD ダウンロード」ボタンから選択した“2D フォーマット”でダウンロードされるファイルは、正面

図、側面図、平面図など、各ビュー毎に別ファイルで 2D データが生成されます。 

この操作のメリットは、歯車やベアリングなどの断面図を必要とする部品の場合、断面図のデータも生

成される点にあります。（操作⑧をご参照ください。） 

 

3 面図、6 面図のダウンロード 
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3 面図や 6 面図をダウンロードしたい場合は、「ダウンロードビュー」の機能をご利用ください。 

「2D」ボタンをクリックします。次にビューを指定します。最後に「ダウンロードビュー」ボタンから、

ダウンロードするファイルのフォーマットを選択して、「ダウンロード」をクリックします。 

 

 

 

以上 


