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窓口商社名
三菱電機（株）産業メカトロニクス部　松井 宛て

FAX:06-4868-8761（TEL：06-4868-8653）

三菱電機メカトロニクスフェア 2017 in西日本 講演会申込書    

１・２・３・４・５・６・7

会社名 ご芳名 電話番号

(　　　)

１・２・３・４・５・６・7(　　　)

１・２・３・４・５・６・7(　　　)

ご希望講演会（○をお付け下さい）

3

１・２・３・４・５・６・7(　　　)4

１・２・３・４・５・６・7(　　　)5

1

2

申込期限： 5月31日（水）  迄にお申し込みください。
＊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。

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

No.6 6月3日（土） 10:30～11:30（60分）

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」

テーマ：

元全日本女子バレーボール代表監督
眞鍋 政義 氏

No.7 6月3日（土） 1３:00～14:30（90分）

特別講演会 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

テーマ：

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2日（金）～3日（土）開催の「三菱電機 メカトロニクスフェア 2017 in 西日本」
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、誠に勝手ながら事前にお申込み頂きますようお願い申し上げます。　敬具 　　　　

2017年4月吉日

  
 

三菱電機メカトロニクスフェア2017 in西日本
講演会・内覧会のご案内 

三菱電機株式会社
関西支社産業メカトロニクス部

■特別講演 会場： 三菱電機 西日本メカトロソリューションセンター 2F（講演会場）

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

（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。）

※定員に限りがございますのでお早めにお申込みください。

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

No.1 6月2日（金） 10:30～11:30（60分）

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？～」

テーマ：

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)
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

No.3 6月2日（金） 13:30～14:30（60分）

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～

テーマ：

No.2 6月2日（金） 12:00～15:30（210分）

レーザ加工機内覧会バスツアーテーマ：

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

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 

No.5 6月2日（金） 15:30～16:30（60分）

No.4 6月2日（金） 15:00～15:30（30分）

“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～

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～

テーマ：

旧 新
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