
 お客様各位

　拝啓　貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

　　平素は、弊社製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

　　来る6月23日（木）～24日（金）開催の「三菱電機 メカトロニクスフェア 2016　in 東日本」におきまして、下記講演会を開催致します。

　　つきましては、ご多忙中とは存じますが、フェアご来場にあわせてご聴講頂ければ幸甚に存じます。

　　尚、ご聴講につきまして、誠に勝手ながら窓口商社様を通じ事前にお申込み頂きますようお願い申し上げます。   　　　　　　敬具

1.基調講演
　会場：　三菱電機　東日本メカトロソリューションセンター　2F（講演会場）

№ 日　程 時　　間 定　員 講　演　者 関連分野

　【概要】

2.技術講演
　会場：　三菱電機　東日本メカトロソリューションセンター　2F（講演会場）

№ 日　程 時　　間 定　員 講　演　者 関連分野

株式会社 船井総合研究所
ファクトリービジネスグループ

チームリーダー　経営コンサルタント
藤原　聖悟 様

6月23日
（木）

5

3

受託型の製造業であっても、マーケティングにより自社のブランド化をきちんと行い、
KPIを押さえ、自社の強みを伸ばす経営施策がとれれば、営業利益率15％超えは十分
に可能です。本セミナーでは具体的な成功事例を交えながら、分かりやすく、すぐに実
践できる内容をお伝えします。＜詳細は裏面に記載＞

80名

2

三菱ワイヤ/形彫放電加工の最新技術と加工事例の紹介12:45～
13:30

（45分）

演　　　　題

放電加工機

2016年4月吉日

～　記　～

40名

全般

　【演題】 「忙しいけど儲からない」からの脱却！ 営業利益率15%以上を実現する
           金属加工業の新ビジネスモデル6月23日

（木）1

放電加工機4

6月24日

40名
三菱電機（株）
名古屋製作所
放電製造部

三菱電機（株）
名古屋製作所
放電製造部

ワイヤ放電加工塾～高精度加工の心得～

放電加工機

レーザ加工機

自社加工機を知り尽くした当社加工技術チームの持つ加工ノウハウをご紹介。
高精度加工を実現するための極意を伝授します。
ご紹介予定：①高精度ピッチ加工　②高精度テーパ加工　③高精度狭スリット加工

三菱ファイバレーザを導入頂いた国内ユーザ様事例をご紹介します。
「ファイバ＝薄板専用の機械」という従来のイメージを覆す、最新ソリューションをご覧ください。
ご紹介予定事例：①軟鋼窒素切断 ②タレパン置換え ③高反射材（アルミ・真鍮加工） 他

必聴！メンテナンス塾　～機械延命の秘訣ここにあり～

10:30～
11:15

（45分）

40名
三菱電機（株）
名古屋製作所
レーザ製造部

40名
三菱電機メカトロニクス
エンジニアリング（株）

演　　　　題

12:45～
14:00

（75分）

＜金属加工業に専門特化した経営コンサルタントによるセミナー＞

ワイヤ・放電加工機のメンテナンス方法をご紹介。
三菱電機メカトロニクスエンジニアリングのサービスマンがお客様訪問時に欠かさず行うメンテナ
ンス術を伝授します。

三菱ファイバレーザ導入事例ご紹介

14:40～
15:25

（45分）

10:30～
11:15

（45分）

三菱電機ワイヤ・形彫放電加工機の最新技術を具体的な加工事例を交えながらご紹介します。

三菱電機メカトロニクスフェア 2016  in 東日本
講演会・内覧会のご案内

三菱電機株式会社

産業メカトロニクス営業部

3.レーザ加工機ユーザ様内覧会
　会場：　株式会社三興プレス工場様（埼玉県春日部市）

№ 日　程 時　　間 定　員 集合場所・時間 関連分野

※上記は移動時間も含みます

  宛

（ 分）

リモートサービスを活用した加工機サポート体制をご提案します。
接続済の機械活用したリモート診断の実演、コールセンターから見える画面を映し出しての説明
など、今注目のリモートサービスを余すところなくご紹介します。

三菱ファイバレーザ導入事例ご紹介
6月24日

（金）

6 三菱ファイバレーザを導入頂いた国内ユーザ様事例をご紹介します。
「ファイバ＝薄板専用の機械」という従来のイメージを覆す、最新ソリューションをご覧ください。
ご紹介予定事例：①軟鋼窒素切断 ②タレパン置換え ③高反射材（アルミ・真鍮加工） 他

15:15～
16:00

（45分）

窓口商社名
　三菱電機（株）　産業メカトロニクス営業部　　高橋・大村 宛て

　FAX：048-710-5617  （TEL：048-710-5610）

放電加工機
レーザ加工機

40名
三菱電機（株）
名古屋製作所
レーザ製造部

レーザ加工機

レーザ加工機

三菱電機メカトロニクス
エンジニアリング（株）

20名
<集合場所>
　東日本メカトロソリューションセンター
　受付前

<集合時間>
　左記出発時刻の5分前に集合ください

14:00～
14:45

（45分）

内　　　容

ファイバ/CO2レーザ加工機内覧会in(株)三興プレス工場様

20名

7 40名

三菱ファイバ/CO2レーザ加工機をご愛顧頂いておりますユーザ様にご協力を頂きまして、ユーザ
様工場見学ツアーを実施します！実生産ラインで活躍する三菱レーザを、この機会にぜひご覧くだ
さい＜詳細は裏面に記載＞
※東日本ソリューションセンターから内覧会場への直行バスにご乗車いただく見学ツアーです。
※両日とも、①11:00～12:00、②15:00～16:00の時間内で工場見学可能です。
　 お車での直接のご来場も歓迎いたしますが、駐車スペースに限りがございますため
　 希望される場合はお申し込み欄の【　 】に○印を記載願います。
※2日間 同内容となります。

6月23日
（木）

リモートサービス「iQ Care Remote４U」のご紹介

B
6月23日

（木）

10:30～
13:00

（150分）

14:00～
16:30

（150分）

10:30～
13:00

（150分）

20名

A

C
6月24日

（金）

三菱電機 メカトロニクスフェア 2016 in 東日本 講演会申込書

【申込みに関する連絡事項】

会社名 ご芳名 電話番号 窓口商社 ご希望講演会（○をお付け下さい）

１・２・３・４・５・６・７ ・ Ａ・Ｂ・Ｃ

１・２・３・４・５・６・７ ・ Ａ・Ｂ・Ｃ

１・２・３・４・５・６・７ ・ Ａ・Ｂ・Ｃ

１・２・３・４・５・６・７ ・ Ａ・Ｂ・Ｃ

4

3

1

2

レーザ内覧会へのお車での来場 【 】

レーザ内覧会へのお車での来場 【 】

レーザ内覧会へのお車での来場 【 】

レーザ内覧会へのお車での来場 【 】

          申込期限： 6月13日（月） 迄にお申し込みください。

【申込みに関する連絡事項】
＊予約完了の連絡は割愛させていただきます。
＊先着予約制になります。（定員に達し次第締め切り）
＊人数超過の場合はお断りのご連絡をさせていただく場合がございます。
＊申込書に記載された個人情報は、本講演会のみに利用し、当社で厳重に管理致します。



【 演題 】
「忙しいけど儲からない」からの脱却！ 営業利益率15%以上を実現する金属加工業の新ビジネスモデル

【 概要 】

できる内容をお伝えします。

【 セミナー詳細 】

「忙しいのに儲からない！」という状況に置かれているケースが大多数と言えます。

　その要因として・・・

　・特定顧客に依存しており、適正価格での受注ができていない
　・自社にとって得意な仕事も不得意な仕事も、何でも受注してしまっている
　・生産性を上げるためのKPI（組織や業務の目標達成度合いを計る定量的な指標）が正しく押さえられていない

といったことが挙げられます。

　こんな企業の経営者様におすすめ！

　□ 今は忙しいが、もっと収益性をあげたい、とお考えの経営者様
　□ 自社の得意な仕事で新規顧客企業の開拓を進めたい、とお考えの経営者様
　□ 主導権がとれるPULL型ビジネスモデルにご関心のある経営者様
　□ 価格競争に巻き込まれない、設計段階からの提案にご関心のある経営者様

【 講師紹介 】
株式会社 船井総合研究所 ファクトリービジネスグループ
チームリーダー　経営コンサルタント
藤原　聖悟 様

船井総研内でトップクラスの実績を誇っている。

受託型の製造業であっても、マーケティングにより自社のブランド化をきちんと行い、KPIを押さえ、自社の強みを伸ばす経営施策が
とれれば、営業利益率15％超えは十分に可能です。本セミナーでは具体的な成功事例を交えながら、分かりやすく、すぐに実践

円安や大手企業の業績回復など、製造業を取り巻く環境は好転しつつあるものの、特に受託型（下請け型）金属加工業様においては、

を的確に把握し、非価格競争による即時業績アップと、永続的な新規取引の獲得の仕組みを 構築するコンサルティングは
1部上場の大手企業からの新規取引につながる引合の獲得に成功している。実践型のコンサルティングにより、クライアントの特徴
大手産業機器メーカーのマーケティング部門、営業戦略部門を経て、船井総合研究所へ入社。金属加工業のクライアントすべてに、

基調講演詳細のご案内
＜金属加工業に専門特化した経営コンサルタントによる、経営者様向けセミナー＞

【 タイトル 】
三菱ファイバレーザ加工機/CO2レーザ加工機ストッカシステム内覧会 in (株)三興プレス工場様

【 概要 】
最新式三菱4kWファイバレーザ納入ユーザ様の工場をご見学頂きます。
ご協力頂きますのは、建機・車両用を中心とした部品製造を行っております (株)三興プレス工場様になります。

※事前申込制となります
　内覧会でのみどころ！

　□　最新ファイバレーザ加工機ML3015NX-F40により軟鋼中厚板の高品位窒素切断を実現！
　・電気使用量の大幅削減　　　・後工程削減による生産性向上

　□　シートチェンジ・パレットチェンジ兼用ストッカシステムによる高稼働自動運転を見学可能！
　・レーザ稼働率の向上　　　・自動スケジュール運転による省人化

　□　リモートサービス 「iQ Care Remote4U」 接続により、MMF会場から稼働状況の監視が可能！

【 出展機種 】
　１．ファイバレーザ加工機 ML3015NX-F40 （2015年納入）
　２．CO2レーザ加工機ストッカシステム ML2512eX-45CF-R + SCX[4P6M]

（2014年納入）
【 見学可能時間 】
　6/23（木）　①11:00～12:00　　　②15:00～16:00 　6/24（金）　①11:00～12:00
　 ※会場都合により、上記時間外でのご来場はご遠慮下さい。
 　※駐車スペースに限りがございますため、お車でのご来場を希望される場合は必ず申込書にその旨記載願います。

【 MMF会場からのバスツアー 】
下記スケジュールにて、東日本メカトロソリューションセンターからのバスツアーを企画いたします。
　6/23（木）A　10:30東Sｾﾝﾀｰ発 ～ 11:30 内覧会着・ご見学  ～  12:00 内覧会会場発 ～ 13:00 東Sｾﾝﾀｰ着

B　14:00東Sｾﾝﾀｰ発 ～ 15:00 内覧会着・ご見学  ～  15:30 内覧会会場発 ～ 16:30 東Sｾﾝﾀｰ着
　6/24（金）C　10:30東Sｾﾝﾀｰ発 ～ 11:30 内覧会着・ご見学  ～  12:00 内覧会会場発 ～ 13:00 東Sｾﾝﾀｰ着
　  ※発車5分前までに東日本メカトロソリューションセンター受付にご集合願います。
　　※スケジュールは目安になります。道路の混雑状況により到着時刻が前後する可能性がありますことご了承ください。

レーザ加工機ユーザ様内覧会詳細のご案内


