
特別講演会&セミナー

放電加工機

フェアのハイライト

～IoTの扉を開く新制御装置『D-CUBES』を搭載～ 
・iQ Care Remote4Uによる製造支援・保守サービスの充実。
・簡単操作でヒューマンエラーを削減し、操作性を向上。
・加工機の稼働状況をモニタリングし、最適な運用が可能に。

❶高性能ワイヤ放電加工機 MVシリーズ

～高精度＆高速加工の革新～
・XY軸リニアスケールを標準搭載し、ピッチ加工精度±3μmを保証。
・業界最速のジャンプ加速度と進化した適応制御「IDPM」との組合せ
により、加工速度が大幅に向上。

❷高精度形彫放電加工機 EA-PSシリーズ

※出展内容は予告なく変更となる場合がございます。

時　間 10:30～11:30
テーマ レーザ加工機１０倍活用セミナー
 「レーザ切断と加工機の選び方　
　　　  ～貴社のお仕事に適したレーザとは？～」
講　師 三菱電機株式会社
 FAシステム事業本部産業メカトロニクス事業部
 主管技師長 工学博士 金岡 優

時　間 12:00～15:30
テーマ レーザ加工機内覧会バスツアー
 ファイバ・炭酸ガスレーザ加工機見学会
 於：上野鉄工株式会社 殿

時　間 15:00～15:30
テーマ IoTが拓くものづくりの将来像    
 ～FAとITの融合がもたらす生産革新～
講　師 三菱電機名古屋製作所
 NCシステム部 NCシステム企画グループ
 グループマネージャー 博士（工学）  長岡 弘太朗 

時　間 15:30～16:30
テーマ “キサゲ”の実演と機械オーバーホールの魅力 
 ～冴える匠の技～
講　師 三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社
 NC事業部リニューアル推進プロジェクト
 営業技術課 課長 阪田 直樹

時　間 13:30～14:30
テーマ IoT/AIが起動した新産業革命の現状と今後の展望
 ～挑戦する企業への国の支援施策・背景のご紹介～
講　師 三菱電機株式会社FAシステム事業本部 
 産業メカトロニクス事業部 技師長／
 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議
 専門委員（重要課題専門調査会）他　安井 公治 　　 

6月2日（金）セミナー

6月3日（土）セミナー

時　間 10:30～11：30
テーマ ワイヤ加工塾(放電加工機 加工技術セミナー) 
 「取扱説明書では伝わらないノウハウのご紹介」
講　師 三菱電機株式会社 加工技術グループ 特級技能士 森田 千恵子

時　間 13:00～14:30
テーマ 逆転発想の勝利学～組織マネジメント メンバーを輝かせるテクニック～
 メダル獲得に向けた女子バレーの秘策
講　師 元全日本女子バレーボール代表監督 眞鍋 政義 氏

レーザ加工機

（バスにて現地にご案内いたします。昼食は車内でご用意しております。）

※詳細は裏面に記載

～最先端の自社製制御装置「D-CUBES」を搭載し、
ファイバレーザは新たな次元へ～
・AR（拡張現実）技術により加工開始までの段取り時間を削減。
・スマホ感覚のイージー操作で現場オペレータの作業効率を改善。
・時代に即したIoT技術により最新機能のアップデートが可能に。

❶ファイバレーザ加工機 eX-Fシリーズ

日本全国で80回以上の講演実績を有する、弊社のレーザ加工機スペシャリスト『Dr.金岡』が講演致します。
タイトル：「レーザ加工機10倍活用法！！ レーザ加工機の選び方編」 ～貴社のお仕事に適したレーザとは？～
「レーザ加工機10倍活用法！！」は全国で大変ご好評頂いているシリーズ講演です。昨今、各メーカとも様々なレーザラインナップ
を有する中、多くのお客様からお寄せ頂いた「最適な機種選定が難しい」とのお声にお応えするためのセミナーです。是非今後の
設備導入のご判断にお役立てください。

❸三菱電機が誇る有名講師によるレーザ加工機セミナーを開催 

ファイバレーザと炭酸ガスレーザそれぞれにおいて6kW発振器を搭載した、ストッカシステム付きの新型レーザ
加工機を保有される上野鉄工株式会社様（大阪府摂津市）にて内覧会を実施致します。長年に亘るレーザ加工の
経験で培ったノウハウを基にファイバと炭酸ガスの最適な使い分けを実践されています。お申込み数が限られて
おりますので、是非お早めにお申込みください。

❷ユーザ様内覧会 於：上野鉄工株式会社 様

「ワイヤ加工塾～取扱説明書では伝わらないノウハウのご紹介～」
ワイヤ放電加工機の加工技術セミナーは毎回多数のお客様に受講いただい
ている人気講演です。知って得するノウハウや設定について西日本常駐の特
級技能士 森田千恵子が直接ご紹介いたします。日頃なかなかご紹介すること
ができない「裏技」をこの機会に是非ご確認ください。

❸西日本エリア専任講師による放電加工機セミナーを開催



リモートサービス『iQ Care Remote4U』

❶仕事の見える化に貢献
　＜ダッシュボード機能＞

❷安心稼働を遠隔でサポート
　＜リモート診断機能＞

・パソコン・スマートフォン・タブレットで、加工機
の稼働情報・加工予測時間などをリアルタイ
ムで確認。
・加工・稼働実績や電力消費量などを収集・蓄積
し表示。汎用の表計算ソフトへの出力もでき、
生産プロセス改善・ランニングコスト低減にも
貢献。

・サービスセンターから直接お客様の加工機の
状況を遠隔診断して予防保全情報をご提供。
・故障時にも当社のスタッフから迅速な対応が
可能。
・遠隔操作でソフトウェアのバージョンアップや
加工条件変更などが可能。

数値制御装置CNC

・スタンダードモデルM80シリーズに、拡張性と柔軟性を高めた表示器分離型をラインアップ。
・ユーザ様の使い勝手を向上させる、対話式プログラミング機能を更に強化。

❷MELSEC iQ-Rシリーズ対応 C80をご紹介
・自社独自に開発したCNC専用CPU搭載により、基本性能が大幅に向上。
・さらに新規開発の高速システムバス（当社従来比約40倍）により大容量データ通信
が飛躍的に高速化。

M800/M80

C80

逆転発想の勝利学　
～組織マネジメント メンバーを輝かせるテクニック～
メダル獲得に向けた女子バレーの秘策

講師：元全日本女子バレーボール代表監督 眞鍋 政義 氏

日時：6月3日(土)13：00～14:30

日時：6月2日(金)13:30～14:30

※出展内容は予告なく変更となる場合がございます。

※事前予約制となっております。同封の申込書よりお申し込みをお願い致します。

特別講演会

IoT/AIが起動した新産業革命の現状と今後の展望
～挑戦する企業への国の支援施策・背景のご紹介～

❶生産性・ユーザビリティを追求したNC 
　M800/M80をご紹介

テーマ

テーマ

講師：三菱電機㈱ FAシステム事業本部 産業メカトロニクス事業部 技師長／内閣府総合科学技
術・イノベーション会議専門委員(重要課題専門調査会)／内閣府戦略的イノベーション創造
プログラム（SIP）『革新的設計生産技術』サブプログラムディレクター／文科省/JSTセン
ターオブイノベーションプログラム（COI)『東大ICCPT拠点』プロジェクトサブリーダ　　
　　　 安井 公治



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


