
2015年12月4日（金）・5日（土）10:00～17:00（最終日は16:30まで）
開催会場

日 時

テーマ

講 師

日 時

テーマ

講 師

12月4日（金）
13：30～14：30
「省エネ・低ランニングコストのご提案
～今すぐ出来るコスト削減～」
菱電工機エンジニアリング（株）
西日本支社 EDM部

12月5日（土）
13：30～14：30
「新型ファイバーレーザ加工機の魅力」
三菱電機（株） 
名古屋製作所 レーザ製造部

セミナー（第一部）特別講演会 セミナー（第二部）

特別講演会＆
セミナーのご案内

三菱電機㈱ 西日本メカトロソリューションセンター

【メンテナンスセミナー】
日 時

テーマ

講 師

日 時

テーマ

講 師

12月4日（金）
15：00～16：00
「各種NCのご紹介」
三菱電機（株）
名古屋製作所 NCシステム部

12月5日（土）
15：00～16：00
「コーナー立ち上がり面は大丈夫？
簡単精度チェック方法！」
菱電工機エンジニアリング（株）
西日本支社 レーザ部

【製品紹介セミナー】

【メンテナンスセミナー】
【製品紹介セミナー】

＜電車をご利用の場合＞
●JR京都線、神戸線、宝塚線、東西線 尼崎駅下車
　南改札 徒歩5分
　尼崎東署を西にお曲がりください。

＜車をご利用の場合＞
●尼崎IC下車。県道13号線（産業道路）を南へ、
　「西長洲本通2」交差点を左折。
　「長洲本通2」交差点（左手に合志病院）を左折。
　右手に長洲本通郵便局が見える交差点を左折。
●国道2号線。「稲川橋」交差点を北へ。
　右手に長洲本通郵便局が見える交差点を左折。

三菱電機 西日本メカトロソリューションセンター　〒660-0807　兵庫県尼崎市長洲西通1丁目26-1　TEL：06-4868-8653

会場のご案内
電車をご利用の場合車をご利用の場合

※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
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こだわりが生んだ進化と継承こだわりが生んだ進化と継承
革新の技術で、ものづくりは次のステージへ。革新の技術で、ものづくりは次のステージへ。
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12月4日（金）
10：30～11：30
「新型 形彫放電加工機 のご紹介」
三菱電機（株） 
名古屋製作所 放電製造部

12月5日（土）
10：30～11：30
「知って得する補助金制度
～設備導入の手助けに～」
株式会社エフアンドエム
経営サポート事業本部
戦略企画室 兼 事業支援部
副部長 小橋 英治 様

三菱電気メカトロニクスフェア
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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なるご愛顧を賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。

　さて、このたび、来る12月4日(金)～5日(土)の2日間、弊社西日本メカトロソリューションセンターに

おきまして、「三菱電機メカトロニクスフェア　2015 in 西日本」を開催致します。

　今回の展示会では、「こだわりが生んだ進化と継承」をテーマに、弊社の最新技術、新製品を多数ご紹介

させて頂き、お客様のあらゆるニーズにお応えしたいと考えております。

　ご多忙中の事とは存じますが、何卒ご来場賜りますよう心よりお待ち申し上げております。　

敬具　

ご 挨 拶

　氷見　徳昭三菱電機株式会社　産業メカトロニクス事業部　事業部長

●ファイバレーザ加工機　ML3015eX-F40
●高生産二次元レーザ加工機　ML2512eＸ(T)-45CF-R
●スタンダード二次元レーザ加工機　ML2512HV2-R-32XP

●放電･切削加工用ＣＡＤ／ＣＡＭ〈ＣａｍＭａｇｉｃ ＡＤ ver7〉
●二次元レーザ加工機用ＣＡＤ／ＣＡＭシステム〈ＣａｍＭａｇｉｃ ＬＡ ver7〉
●三次元レーザ加工機用オフラインティーチングシステム〈CamMagic ＴＬ-Ⅱ ver5〉
●三次元板金展開/設計CAD〈ＣａｍＭａｇｉｃ SMOPlus〉
●パイプ加工ソフトウェア
  〈Lantek Flex 3d Tubes〉
●レーザ用生産支援ソフトウェア
  〈ＢＡＮＫＩＮ Ｎａｖｉｇａｔｏｒ〉
●工程管理システム〈ＡｐｓＭａｇｉｃⅢ〉　　
●加工機監視ソフトウェア
  〈RemoteMagicⅡ〉
●レーザ加工機連携ソフトウェア

●新型高精度形彫放電加工機　EA-PSシリーズ
●超高精度油ワイヤ放電加工機　MX600
●超高精度ワイヤ放電加工機　PA05S ADVANCE
●超高精度ワイヤ放電加工機　MP1200
●超高精度ワイヤ放電加工機　MP2400
●高精度ワイヤ放電加工機　MV1200R
●高精度ワイヤ放電加工機　MV2400R
●高精度形彫放電加工機　EA8PV ADVANCE
●高精度形彫放電加工機　EA12V ADVANCE
●高精度形彫放電加工機　EA28V ADVANCE
●NC細穴放電加工機　RH64N
●汎用細穴放電加工機　RH3525

NEW

機能UP
機能UP

機能UP

機能UP

ソフトウェアアプリケーション

レーザ加工機

放電加工機

CNC

出 展 機 種

●数値制御装置ＣＮＣ　Ｍ800/M80シリーズ
●ドライブユニット　ＭDS-Eシリーズ
●ビルトイン主軸モータ　SJ-BGシリーズ
●サーボモータ　HGシリーズ

M800/M80
駆動部

ファイバレーザ加工機

ご来場のお客様には、三菱放電加工機・
レーザ加工機の消耗部品特別価格
FAX注文書を進呈致します。

菱電工機エンジニアリング
特別キャンペーン

新型形彫放電加工機
EA-PSシリーズ

各種サンプル展示 機械点検（機種限定）キャンペーン
弊社放電加工機・レーザ加工機を
ご使用いただいている
お客様の加工サンプル品をご紹介。

生産終了から約15年を経過したワイヤ機・形彫機を
ご使用のお客様へ、機械点検を特別価格でご提供し、
機械延命をご提案致します。


