
■セミナースケジュール表　（会場：　展示会場内特設ステージＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）
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１ ０ ／ ２ １ （ 金 ）

Ｃステージ

ご芳名 電話番号 ご参加希望セミナー

１ ０ ／ ２ ２ （ 土 ）
Ａステージ Ｂステージ ＤステージＣステージ

1

終　 　了

―　記　―

2

3

上記セミナースケジュール表の対象セミナー□チェック欄へ
✓をご記入いただき、ＦＡＸ送信ください。

窓口商社名
宛

　三菱電機（株）　東北産業メカトロニクス課　　石垣 宛

FAX：022-262-4276  （TEL：022-216-4551）

会社名

10:30～11:00 

「コネクタ産業を支える形彫放電加工の実力」 
三菱電機(株) 名古屋製作所 放電製造部 11:00～11:30 

「IoTと先端技術の融合に挑むﾜｲﾔ放電加工機」 
三菱電機(株) 名古屋製作所 放電製造部 

11:30～12:00 

「三菱ﾌｧｲﾊﾞﾚｰｻﾞの導入事例紹介」 
三菱電機(株) 名古屋製作所 ﾚｰｻﾞ製造部 

11:00～11:30 

「産業用ロボットを用いた自動化の提案」 

三菱電機(株)名古屋製作所 ロボット製造部 

13:30～14:00 

「ﾘﾓｰﾄｻｰﾋﾞｽ"iQCareRemote４U"活用事例」 
三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 

11:30～12:00 

「多様なニーズに応える形彫放電の電源開発」 
三菱電機(株) 名古屋製作所 放電製造部 

13:00～13:30 

「水ﾜｲﾔの極み～MPｼﾘｰｽﾞの加工条件開発」 
三菱電機(株) 名古屋製作所 放電製造部 

13:00～13:30 

「電子ビーム加工機の最新技術と加工事例」 

多田電機(株)応用機工場 
13:30～14:00 

「放電加工機自動化システムの新提案」 
三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 

10:15～10:45 

「二次元ﾚｰｻﾞ加工塾～軟鋼厚板加工ﾉｳﾊｳ」 
三菱電機(株)東日本ﾒｶﾄﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

14:00～14:30 

「ワイヤ放電加工塾～高精度加工の心得」 
三菱電機(株)東日本ﾒｶﾄﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

14:30～15:00 

「形彫放電加工塾～加工品質向上のために」 
三菱電機(株) 東日本ﾒｶﾄﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

15:30～16:00 

「三菱ﾌｧｲﾊﾞﾚｰｻﾞの導入事例紹介」 
三菱電機(株) 名古屋製作所 ﾚｰｻﾞ製造部 

15:00～15:30 

「補助金・優遇税制活用！ﾌｧｲﾅﾝｽﾌﾟﾗﾝ紹介」 

三菱電機クレジット(株) 

15:00～15:30 

「WEDMﾒﾝﾃ塾～ﾜｲﾔ経路/自動結線装置編」 
三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 

15:30～16:00 

「銅ｸﾞﾗﾌｧｲﾄISEM-41Cと三菱IDPMの親和性」 

東洋炭素（株）

14:30～15:00 

「ﾚｰｻﾞ加工機性能を引き出すﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成」 

三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｿﾌﾄｳｴｱ(株) 

10:30～11:00 

「形彫放電加工塾～加工品質向上のために」 
三菱電機(株) 東日本ﾒｶﾄﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

13:00～13:30 

「銅ｸﾞﾗﾌｧｲﾄISEM-41Cと三菱IDPMの親和性」 

東洋炭素(株) 
13:30～14:00 

「多様なニーズに応える形彫放電の電源開発」 
三菱電機(株) 名古屋製作所 放電製造部 

15:30～16:00 

「WEDMﾒﾝﾃ塾～加工液供給装置編」 
三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 

11:30～12:00 

「ワイヤ放電加工塾～高精度加工の心得」 
三菱電機(株)東日本ﾒｶﾄﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

14:30～15:00 

「IoTと先端技術の融合に挑むﾜｲﾔ放電加工機」 
三菱電機(株) 名古屋製作所 放電製造部 

15:00～15:30 

「水ﾜｲﾔの極み～MPシリーズの加工条件開発」 
三菱電機(株) 名古屋製作所 放電製造部 

15:00～15:30 

「ﾚｰｻﾞ加工機性能を引き出すﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成」 

三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｿﾌﾄｳｴｱ(株) 

14:30～15:00 

「二次元ﾚｰｻﾞ加工塾～軟鋼厚板加工ﾉｳﾊｳ」 
三菱電機(株)東日本ﾒｶﾄﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

15:30～16:00 

「三菱ﾌｧｲﾊﾞﾚｰｻﾞの導入事例紹介」 
三菱電機(株) 名古屋製作所 ﾚｰｻﾞ製造部 

13:30～14:00 

「ﾘﾓｰﾄｻｰﾋﾞｽ"iQCareRemote４U"活用事例」 
三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 

14:00～14:30 

「電子ビーム加工機の最新技術と加工事例」 

多田電機(株)応用機工場 

11:00～12:00 

 「三菱CNC M800/M80シリーズのご紹介」 

三菱電機(株) NC事業推進部 

「時代の名機が蘇る！機械ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙの魅力」 

  三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 

13:00～13:30 

「補助金・優遇税制活用！ﾌｧｲﾅﾝｽﾌﾟﾗﾝ紹介」 

三菱電機クレジット(株) 

14:00～14:30 

「放電加工機ﾒｰｶｰがみる金型加工”今昔物語”」 
三菱電機(株)  産業メカトロニクス事業部 

11:00～11:30 

「放電加工機ﾒｰｶｰがみる金型加工”今昔物語”」 
三菱電機(株)  産業メカトロニクス事業部 

10:15～10:45 

「提案型に変身!ﾚｰｻﾞ加工の基礎から応用術①」 
三菱電機(株)  産業メカトロニクス事業部 

11:30～12:00 

「提案型に変身!ﾚｰｻﾞ加工の基礎から応用術②」 
三菱電機(株)  産業メカトロニクス事業部 

＝放電加工機関連セミナー ＝レーザ加工機関連セミナー ＝その他製品、共通セミナー 

三菱電機メカトロニクスフェア 2016 in 東北 

セミナーのご案内

お客様各位 

三菱電機メカトロニクスフェア２０１６ｉｎ東北  セミナー申込書 

お申込期限：10月13日（木）迄 
【申込みに関する連絡事項】 

＊予約完了のご連絡は割愛させていただきます。 

＊セミナーは予約制では御座いませんので、当日会場にて先着順ご着席となります。 

＊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。 

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10月21日（金）～22日（土）開催の「三菱電機メカトロニクスフェア 2016in東北」におきまして下記セミナーを開催致します。
つきましては、ご多忙中とは存じますが展示会へのご来場にあわせてご聴講，ご参加頂ければ幸甚に存じます。
尚、誠に勝手ながら窓口商社様を通じまして下記申込用紙にて事前にお申込み頂きますようお願い申し上げます。  　　　敬具

13:45～14:45 

 「三菱CNC M800/M80シリーズのご紹介」 

三菱電機(株) NC事業推進部 

「時代の名機が蘇る！機械ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙの魅力」 

三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 



■ユーザ様内覧会概要
会場 ： 株式会社 杉浦鉄工所 様　（宮城県石巻市）

■ご見学機種
　 二次元CO2レーザ加工機　：　ML2512HV2-R-45CF-R

● 1ランク上の加工性能と高付加価値加工を実現
● 新型加工ヘッドによるピアス時間短縮とあわせ、加工性能と生産性を大幅向上

■スケジュール（2日間とも）
　 10:55 展示会場（卸商会館サンフェスタ内）メインエントランスへ集合

11:00 ツアーバス乗車・出発
11:40 昼食会場　到着　：　レストラン四季亭（宮城県松島町）
12:20 昼食会場　出発
13:00 レーザ内覧会場　到着　：　(株)杉浦鉄工所（宮城県石巻市松並１丁目１１−２）

～実機ご視察～
13:55 レーザ内覧会場　出発
15:00 展示会場　帰着。引き続き展示会をご見学ください。

―　記　―

No. 日程 時間 内容 定員 集合・解散場所

窓口商社名

宛

　三菱電機（株）　東北産業メカトロニクス課　　石垣 宛

　FAX：022-262-4276  （TEL：022-216-4551）

会社名 ご芳名 電話番号 ご参加希望コース

A

B 10月22日（土）

三菱電機
ﾒｶﾄﾛﾆｸｽﾌｪｱ

会場内

CO2レーザ加工機内覧会ツアー in (株)杉浦鉄工所様
三菱CO2レーザ加工機をご愛顧頂いておりますユーザ様のご協力を頂きまして、
加工機実機見学ツアーを開催いたします！
実際の生産現場で活躍する三菱レーザを、この機会にぜひご覧ください。

※三菱電機メカトロニクスフェア2016in東北会場からユーザ様内覧会場へ直行バスを運行する
　 見学ツアーです。途中に昼食休憩を挟みます。
※お車での直接のご来場は現地駐車スペースの関係上お断りさせて頂きます。
※(株)杉浦鉄工所様の取引関係上、事前申込時点で参加ご辞退いただく場合が御座いますこと
　 予めご了承ください。

10月21日（金） 11:00
展示会場 出発

～
15:00

展示会場 帰着

20名／日

1

　　　　　　A　　　　　　　　　　B
　　　　(10/21)　　 or　　 (10/22）
　　　　いずれかに〇をつけてお申込みください

2

3

三菱電機メカトロニクスフェア 2016 in 東北 

二次元レーザ加工機内覧会のご案内 

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10月21日（金）～22日（土）開催の「三菱電機メカトロニクスフェア 2016in東北」の同時企画として下記の通り内覧会を開催致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つきましては、ご多忙中とは存じますが展示会へのご来場にあわせてご参加頂ければ幸甚に存じます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚、誠に勝手ながら窓口商社様を通じまして下記申込用紙にて事前にお申込み頂きますようお願い申し上げます。  　　　　　　　敬具

海鮮丼昼食 

付 

三菱電機メカトロニクスフェア２０１６ｉｎ東北  レーザ加工機内覧会 申込書 

お申込期限：10月13日（木）迄 

【申込みに関する連絡事項】 

＊予約完了のご連絡は割愛させていただきます。 

＊先着お申込み順にて受付とし、定員に達し次第、締め切らせて頂きます。 

＊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。 


