
作品区分作品名事業場名No.
■アイシン・エィ・ダブリュ株式会社

その他釣る吊る開閉。フッくん第1工場1
段取り替えこっちむいてホイ第2工場2
その他ｻｲｸﾛﾝ異物吸引治具考案岡崎工場3
工具改善３本締め田原工場4
1個取り出し春よ、来い～スプリング、カモーン♥～岡崎東工場5
1個取り出しHDK（引くだけ簡単同時切り出し）第２工場蒲郡製造部6
安全対策出し入れ楽ちん！安心パックマン！！第２工場蒲郡製造部7
その他PLプラグ組立機工機部8
その他ボルト切出し機工機部9
その他定量給油！Ｍｒ.チャージャー！本社工場10
工具改善Safety クランプ君本社工場11

■アイシン軽金属株式会社
安全対策(仮)手間なし台車1
段取り替え(仮)Assy部品仕分け装置2
運搬(仮)勝手に帰るシュート3

■アイシン精機株式会社
安全対策チョット待て！挟まれてからではもう遅い西尾機関工場1

社内選考中工機工場2
「ｾ゙ﾝﾏｲ仕掛け」のからくり扉半田工場3

1個取り出し１個切出し装置半田電子工場4
社内選考中西尾機関工場5

1個取り出し極小ｽﾌ゚ﾘﾝｸ゙の1個切出し装置小川工場6
定位油量保持装置小川工場7

■アイシン高丘株式会社
安全対策By 返しだ1
運搬ハッピー☆クライム2

社内選考中3
社内選考中4

■株式会社アイチコーポレーション
1個取り出し一枚入魂新治事業所1
工具改善パッ君新治事業所2
段取り替えちょっとだけね！新治事業所3
運搬プッシュでチェンジ新治事業所4
運搬放しちゃ　いやいや！新治事業所5
運搬テコ・タイヤ新治事業所6
運搬起き上がりフックン伊勢崎事業所7

■旭化成マイクロシステム株式会社
運搬お・も・て・な・し台車初号機延岡事業所1
工具改善両Rockイケイケ治具（テコちゃん2号）延岡事業所2
目で見る管理見えちゃうよマドンナ延岡事業所3
安全対策音無しさん延岡事業所4
安全対策天空の管　ダクト延岡事業所5
目で見る管理浮いちゃうんだから～延岡事業所6
目で見る管理光GAUGE(ヒカルゲージ)延岡事業所7
目で見る管理レンジにPIN！延岡事業所8

■株式会社今仙電機製作所
ワークの払出しからくり1号（仮）名古屋工場1
運搬からくり2号（仮）名古屋工場2
運搬からくり3号（仮）名古屋工場3
その他からくり4号（仮）岐阜工場4

■株式会社エクセディ
飛散防止ﾅｷｬｯﾁｬー上野事業所1
1個取り出し並べﾚーﾙ上野事業所2
安全対策押忍!!ｸ゙ﾘｺシ君本社工場3
運搬倍々ﾘﾌﾀー本社工場4
自社開発機器保持ﾘﾝﾊ゚本社工場5

■恵那東海理化株式会社
自社開発機器こぼさんぞー本社工場1

■エヌ・エス・ケイ株式会社
運搬ノンタッチ箱換え機本社工場1

■海洋ゴム株式会社
1個取り出しブラックホールの出口で！！1
その他スベローyo！2

■カルソニックカンセイ株式会社
自社開発機器KODAMA流改善①あら!いいじゃない  たすかるハンド児玉工場1

KODAMA流改善②社内選考中児玉工場2
自社開発機器KODAMA流改善③うちの紙さん児玉工場3

KODAMA流改善④社内選考中児玉工場4
KODAMA流改善⑤社内選考中児玉工場5

■株式会社CKP
運搬高さ変るよー1
運搬一緒にどうぞ2

■KYB株式会社
運搬走行自在台車岐阜北工場1

■鴻池運輸株式会社
安全対策PFM（ﾌ゚ﾘﾌｫーﾑ）樹脂受入ﾏｸ゙ﾈｯﾄｷｬｯﾁｬー ﾁｪｯｸ時の作業方法の改善白州営業所1

■鴻池運輸株式会社
工具改善仕切入れ君利根川営業所1

■鴻池運輸株式会社
自社開発機器安全簡単!!　モーター交換!神奈川綾瀬営業所1
自社開発機器ハメル・ロドリゲス神奈川綾瀬営業所2
自社開発機器デデデデラックス　チリチリチリトリ神奈川綾瀬営業所3

■鴻池運輸株式会社
安全対策コンベアチェーン自動給油装置西日本支店長岡京営業所1

■コベルコ建機株式会社

社内選考中広島事業所
1～

5
運搬いってかえるくん2015大垣事業所6
安全対策楽々回転成都神鋼建設機械有限公司7
運搬すべってポン成都神鋼建設機械有限公司8

■コベルコクレーン株式会社
段取り替えダブルクランプストレッチャー大久保事業所1
その他パレット♪返したしたいんだからぁ～捲大久保事業所2

■株式会社神戸製鋼所

社内選考中播磨事業所
1～

4

作品区分作品名事業場名No.
■株式会社三五

ワークの払出し上向け～上！福田工場1
1個取出しがらぽろがらぽろガラポロリン福田工場2
その他上げちゃってポイ八和田山工場3
チョコ停対策カニ足キャッチ（捕えた獲物は離さない！）八和田山工場4
その他アッチョンブリケ!!!精鋼5
その他スパッタだけよ！（スパッタがキャビア？）とよはし工場6
1個取出し大抽選会設備部7
1個取出しはじかれたい♥設備部8
ワークの払出しここまでおいで！株式会社三福9
運搬板（パレット）行くよ⇔来るよ株式会社三福10
その他吊り吉　段平株式会社三五北海道11
その他楽してポン株式会社三五関東12
その他安心安全ギュツポン！株式会社三五関東13

■三光化成株式会社
段取り替えリボルバー・マグナム第二工場1
その他あやつりシャーター Part2花泉工場2

■サントリープロダクツ株式会社

社内選考中
1～

10
■株式会社シーヴイテック

運搬カゴ搬送リフタープッシャ田原1
■株式会社ジェイテクト

運搬すすむくん奈良工場1
運搬順番守ってね花園工場2
運搬シーソー小烏君徳島工場3
運搬空箱自動搬出(仮)岡崎工場4
運搬かえし太郎奈良工場5

■ジヤトコ株式会社
安全対策遠隔ん（えんかくん）FF A/T　工場1
1個取り出しチャーパイキャップ取り外し作業集約化八木工場2
その他バランサー自動戻りCVT工場 3
その他自動扉八木工場4
目で見る管理あわなきゃあかんCVT工場 5
1個取り出しガスケット1枚切り出しFR　A/T　工場6
運搬勝手に戻るんだいしゃ（台車）CVT工場 7
運搬AGV反転自動連結装置VT工場 8

■株式会社スタジオ・シュゼット
自社開発機器8レンジャーハーバースタジオ431
運搬立つんだジョーハーバースタジオ432
自社開発機器チョコロールハーバースタジオ433

■住友理工株式会社
その他あっちこっち丁稚！箱詰めこっち小牧製作所1
その他判別したら通りゃんせ小牧製作所2
1個取り出しコロコロペッタン　１ま～い１ま～い小牧製作所3
段取り替え指１本で回してごメンテ！小牧製作所4

■大日本印刷株式会社
ワークの払出し段ボール箱詰め冶具(仮)1
その他封入冶具(仮)2
1個取り出し足踏みラベル剥離機(仮)3
その他重量物ラベル貼り台(仮)4
運搬段ボールリフター(仮)5

■ダイハツ工業株式会社
運搬トラクション・ドライブ滋賀（竜王）工場1
1個取り出しスプリング・キャッチャー滋賀（竜王）工場2
自社開発機器8.0秒 バズーカ滋賀（竜王）工場3
自社開発機器取ルネード滋賀（竜王）工場4

■ダイハツ工業株式会社
運搬チョロQリフター本社1
運搬ﾗｸﾗｸ ｼーﾄ台車本社2
自社開発機器ヤスリ訓練トレーナー”1/100”本社3

■株式会社中勢ゴム
その他冷えるんだもん安濃工場1

■TGロジスティクス株式会社
ワークの払出し勝手に仕分けやがれ物流管理部1

■株式会社デンソー
1個取り出しギッタン箱ン大安製作所　セラミック製造部1
運搬ムーンサトルJr.安城製作所　EHV機器製造部2
ワークの払出しウェーブストッパで１発移載大安製作所　走行安全製造部3
運搬開転くるっぱー本社　試作部4
1個取り出しCutKit池田工場　熱製造1部5

■株式会社デンソー北海道
運搬車高短　昇降たん(しゃこたん　しょこたん)製造部1
飛散防止粉を１人で取ろーりんぐ製造部2
その他パーツフィーバー・だすベガス製造部3

■株式会社東海理化
自社開発機器二部品同時組み付け機本社工場1

社内選考中社内選考中2
■トヨタオートボディカリフォルニア(TABC)

運搬Material Handler with Pivoting Arm1
■トヨタ キルロスカ オートパーツ(TKAP)

運搬ガチャン　ガチャン　プッシャー1
運搬スッキリ　キッチリ　トラバーサー2

■豊田合成株式会社
運搬自動積載　未来稲沢工場（IE　第1製造部）1
その他ガチャロック台車稲沢工場（IE　第1製造部）2
1個取り出しボルトキャッチャー稲沢工場（IE　第1製造部）3
その他ぱらぱら家の整列長女ぱらぱら　あお子春日工場（ＦＣ製造部）4
その他ぱらぱら家の整列次女ぱらぱら　から子春日工場（ＦＣ製造部）5
その他ぱらぱら家の整列三女ぱらぱら　つば子春日工場（ＦＣ製造部）6
1個取り出し切り出し君森町工場（ＡＳ製造部）7
その他ブランコターン尾西工場（ＳＳ製造）8
1個取り出し異種　箱投入尾西工場（ＳＳ製造）9
その他勝手にとじろう平和工場（ＳＳ製造）10

からくり改善 くふう展2015からくり改善 くふう展2015 出品予定作品出品予定作品○R○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○R

作品区分作品名事業場名No.
■ToyodaGosei(Thailand)Co.,Ltd.

運搬重力回転キャタピラートレイ1
運搬自分でブレーキ台車2

■豊田合成（佛山）汽車部品有限公司
その他部品の自動員数供給1
段取り替え組付治具の自動固定2
1個取り出し空中回転式組付治具3

■豊裕股份有限公司
その他パックトゥザフューチャー1

■トヨタ自動車株式会社

社内選考中
1～

21

■トヨタ自動車九州株式会社
運搬カタパルト行きまーす苅田工場パワートレーン部設備課1
運搬フラット　Ｇロー苅田工場パワートレーン部設備課2
運搬エコもん組立品質設備課 改善組3
運搬無動力インパネ移載機TPS推進室 からくり改善係　4

■トヨタ自動車東日本株式会社
運搬バンパーリフトアップ装置「腹筋君」大衡工場1
運搬ながら実空入れ替え「行って、来い」大衡工場2
運搬パネル搬送装置「ツッパリ・HI・スロープ」東富士工場3
ワークの払出し金具自働整列装置「クリップ整列君」東富士工場4
運搬部品自働搭載機「ホイスト要らず搭載君」岩手工場5
段取り替え順立て装置「吊って落して収納名人」岩手工場6
その他部品自働搭載装置「自働搬送」大和工場7

■トヨタ自動車北海道株式会社
段取り替えひっぱルンバ苫小牧工場1
飛散防止水切り君　1号苫小牧工場2
運搬台車　オリンピック号苫小牧工場3
工具改善オーバーザトップ苫小牧工場4
運搬運べる門苫小牧工場5
1個取り出しスパイラルトルネード苫小牧工場6

■株式会社豊田自動織機
ワークの払出しフライ　カエッシー碧南工場1
ワークの払出し舞台装置　さぶちゃん碧南工場2
ワークの払出しからくりトラバーサ東知多工場3
その他（品質向上）EDハンガー振り子式エアー払い長草工場4
ワークの払出しバンジージャンプ進化の流れ長草工場5
安全対策踏んで安心大府工場6
運搬取り付け補助具高浜工場7
その他コネクタ半勘合検出機安城工場8

未定共和工場9
■トヨタ車体株式会社

運搬ぴたごらシューター富士松工場1
段取り替え車庫入れ一発　ガッチャンコ富士松工場2
1個取り出し「ちょっと摘んでミ～ナ」富士松工場3
1個取り出し「ちょっと掴んでミ～ナ」富士松工場4
段取り替え楽っ君ロール吉原工場5
段取り替えバッタもん吉原工場6
運搬タッチレス同期ロックンゴロライ吉原工場7
自社開発機器リサイクルクルシュート吉原工場8
安全対策～ クロスハンド ～いなべ工場9
その他｢サイレンス静化｣いなべ工場10
運搬「缶かるぅ～」いなべ工場11
ワークの払出し踏んだり！取ったり！いなべ工場12
安全対策広助君（コウスケ君）　いなべ工場13
1個取り出しヒザ・カックンいなべ工場14
その他ガッチリ！はなさんデー！いなべ工場15
段取り替えさわらなーい！岐阜車体工業株式会社16
運搬いくよ!　くるよ!エース産業株式会社17
安全対策『切れ味抜群カット君』東海鉄工株式会社18
1個取り出しス～タット取る東海部品工業株式会社19

■トヨタ紡織株式会社
ワークの払出しレバー内臓　やっべっぞ刈谷工場刈谷製造部1
1個取り出しダルマ落し君大口工場大口製造部2
運搬簡単！塗料缶持ち上げ装置岐阜工場岐阜製造管理部3
運搬順建て台車楽ちん君高岡工場高岡製造部4
その他骨格空箱絶叫スライダー豊橋工場豊橋製造部5
運搬スペーシー2015関東工場東京製造部6
運搬人に優しい助太刀１号２号猿投工場猿投第１製造部7
段取り替えパレット切り出し装置シート生技部8
自社開発機器半自動接着剤塗布機内外装生技部9
その他ガスケットクルセットＦＰＴ生技部10
ワークの払出しターン・オブ・ザ・ディスク機能品開発部11
段取り替え安全らくらく段替え台車メタル生技部12

■トヨタ モーター マニュファクチャリング カナダ(TMMC)
運搬KARAKURIコースターウッドストック工場1

■日産自動車株式会社
社内選考中栃木工場1

自社開発機器デンタル君栃木工場2
社内選考中栃木工場3

自社開発機器タコ足イッテＱ横浜工場4
自社開発機器忍法・出戻りーな！横浜工場5
自社開発機器一発缶太くん！横浜工場6
自社開発機器上だ↑　下だ↓横浜工場7
自社開発機器楽転くん横浜工場8
ワークの払出しGO!　GO!　シーソー追浜工場9
1個取り出しT,D,Y（取り出しやすい）追浜工場10
自社開発機器追浜くるりんぱ追浜工場11
自社開発機器どこでも台車！追浜工場12
自社開発機器滝落とし君いわき工場13

■日産自動車九州株式会社
自社開発機器獅子脅し式連結解除1
運搬からくりモーメント搬入搬出君2
自社開発機器リンク式はいはい返却シューター3

作品区分作品名事業場名No.
■日本エステル株式会社

その他一人屋台岡崎工場1
■パナソニック株式会社

運搬社内選考中エアコン事業部1
ワークの払出しパレットシューターキッチンアプライアンス事業部2
1個取り出しゴロゴロばったんキッチンアプライアンス事業部3
工具改善逆さ2本締めキッチンアプライアンス事業部4
その他治具取出し装置ランドリー・クリーナー事業部5

■日乃出ゴム工業株式会社
1個取り出しリボルバー改1
目で見る管理からくりカウンター 2
その他NEXTパッタン 3

■藤森工業株式会社
安全対策乾燥BOX安全装置（自動ロッくん）名張事業所1
段取り替え変身『梱包台車』名張事業所2
安全対策パワーリフター守君名張事業所3
工具改善FRP管内部洗浄掃除機三重事業所4
工具改善チューブ検品測りキッタ―三重事業所5
工具改善靴裏洗浄装置SSD48三重事業所6

■古河電気工業株式会社
社内選考中三重事業所1
社内選考中三重事業所2

■北星ゴム工業株式会社
その他くるりんガー1

■マツダ株式会社
1個取り出しかくはん君防府工場  中関地区1
1個取り出し玉出しジョ～ズ防府工場  中関地区2

■マツダ株式会社
その他頼もしガイドくん防府工場　西浦地区1
その他らくらくハンディアーム防府工場　西浦地区2

■マツダ株式会社

社内選考中本社工場　
1～

10
■マツダ株式会社コスト革新推進部　J-ABCからくり改善道場参画会社

段取り替え『スマート! 積んでれちゃん!!』倉敷化工株式会社1
段取り替え「ナイス　キャッチャー」倉敷化工株式会社2
チョコ停対策『ばらかしシーソー』株式会社東洋シート3
自社開発機器『オクト　パスカル』住野工業株式会社4
安全対策ポリ楽っくん♪　「ラクよ～ラクラクう～」株式会社日本クライメイトシステムズ5
1個取り出し「ありのまま供給機」NSウエスト株式会社6

■マツダロジスティクス株式会社
自社開発機器ビヨンド20001

社内選考中
2～

8
■株式会社マルヤスエンジニアリング

運搬からくりエレベータ1
1個取り出しボルトでポン2

■三菱自動車工業株式会社
段取り替えはたおり2号名古屋製作所1
段取り替えハイブリットシューター名古屋製作所2
運搬台車押し出し搬入装置名古屋製作所3
運搬吊り掛け同期台車水島製作所4
ワークの払出しﾊ゚ｯｷﾝ装着装置水島製作所5

■ヤマハ発動機株式会社
運搬ＨＹＢＲＩＤ可変棚あ本社・中瀬工場1
その他工具の取り置き改善本社・磐田南工場2
自社開発機器おまかせロック本社・磐田南工場3
自社開発機器シム一括組付治具本社・工場4
自社開発機器ゴム手とったど～本社・新橋工場5
飛散防止軸転造安全スライドカバー本社・浜北工場6
自社開発機器スリーブインサート金型｢3枚スライド楽々君｣本社・磐田工場7
自社開発機器トヨタヘッドライン簡単ボルト洗浄機本社・磐田工場8
自社開発機器ローリング　ストーンズ（ペレット大小判別機）本社・磐田工場9
運搬４ＷＳ楽々牽引台車本社・磐田工場10

工具改善届かなくても入りますヤマハモーターハイドロリック
システム株式会社　沼津工場11

1個取り出しピストンボール一発装填治具ヤマハモーターハイドロリック
システム株式会社　沼津工場12

運搬しゃくとりスロープヤマハモーターパワー
プロダクツ株式会社　掛川工場13

運搬台車回転補助器具くるくるスムーズヤマハモーターパワー
プロダクツ株式会社　掛川工場14

製造現場における「見える化」改善展2015作品詳細
作品区分作品名事業場名No.

■宇部興産株式会社
点検・検査見えみえバルブ君Ⅱ宇部ケミカル工場1
点検・検査VトリックⅡ宇部ケミカル工場2

社内選考中宇部ケミカル工場
3～

8
■鹿島石油株式会社

点検・検査ひとめで分かる～鹿島製油所1
異常発見ブルブルちゃん鹿島製油所2
点検・検査みっ計くん鹿島製油所3
点検・検査ナッツポット鹿島製油所4

■サントリープロダクツ株式会社

社内選考中
1～

10
■日産自動車株式会社

５S設備見せる化ショールーム横浜工場1
安全設備防犯カメラ横浜工場2
安全AGVルート見える化横浜工場3
点検塗料補給量のデジタル化横浜工場4
その他プレス段取りスケジュール横浜工場5
その他改善事例展開ボード横浜工場6

ぜひ、ご参加ください！
●あなたの会社の製造現場でも同じことで悩んでいませんか？　●改善考案者が直接改善のポイントを説明してくれます！
●あなたの会社の問題解決のヒントがココにあります。　　　　　●製造、生産技術、改善、教育の各部門の方は、ぜひご参加ください。



製造現場における「見える化」改善展2015

参加予定企業・団体

アイシン・エィ・ダブリュ、アイシン軽金属、アイシン精機、アイシン高丘、アイチコーポレーション、旭化成マイクロシステム、今仙電機製作所、
エクセディ、恵那東海理化、エヌ・エス・ケイ、海洋ゴム、カルソニックカンセイ、CKP、KYB、鴻池運輸、コベルコ建機、コベルコクレーン、
神戸製鋼所、三五、三五関東、三五北海道、三福、三光化成、サントリープロダクツ、シーヴイテック、ジェイテクト、
ジヤトコ、スタジオ・シュゼット、住友理工、大日本印刷、ダイハツ工業、中勢ゴム、TGロジスティクス、デンソー、デンソー北海道、東海理化、
トヨタ オート ボディ カリフォルニア（TABC）、トヨタ キルロスカ オートパーツ（TKAP）、豊田合成、ToyodaGosei（Thailand）、
豊田合成（佛山）汽車部品有限公司、豊裕股份有限公司、トヨタ自動車、トヨタ自動車九州、トヨタ自動車東日本、トヨタ自動車北海道、
豊田自動織機、トヨタ車体、トヨタ紡織、トヨタ モーター マニュファクチャリング カナダ（TMMC）、日産自動車、日産自動車九州、日本エステル、
パナソニック、日乃出ゴム工業、藤森工業、古河電気工業、北星ゴム工業、マツダ、マツダ J-ABCからくり改善道場参画会社、
マツダロジスティクス、マルヤスエンジニアリング、三菱自動車工業、ヤマハ発動機、ヤマハモーターハイドロリックシステム、
ヤマハモーターパワープロダクツ

宇部興産、鹿島石油、サントリープロダクツ、日産自動車 遠藤工業、日本生工技研、富士フイルムエンジニアリング、oneA

経済産業省、愛知県（予定） 　　　　（予定）、日刊工業新聞（予定）

●からくり改善くふう展2015●からくり改善くふう展2015●からくり改善くふう展2015

●製造現場における見える化改善展2015●製造現場における見える化改善展2015●製造現場における見える化改善展2015 ●PRブース●PRブース●PRブース

●後援●後援●後援

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会
Japan Institute of Plant Maintenance 「からくり改善」「TPM」は公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会の登録商標です。

からくり改善くふう展

会場風景会場風景ブースの様子ブースの様子

開催日

会 場

2015年10月1日(木)▶2日(金)
10：00～16：30（最終日は16：00まで）

ポートメッセなごや（第3展示館）

現場と共に歩んだ第20回記念開催

」改善展2015」製造現場における「見える化」

開催日

会 場

515111111511110100001010010000000022222222222222220000000201 年年年 月月月 日日(木)日(木)▶▶ 日(金日(金)日(金)
0～16：3000000～16：300000 000000：000100000101010：0 0ま最（最終日は16：00まで）終日は16：0（最終日は16：00まで）

トメッセなごやー なートメッセなごやポポーーーーポーポポポポー （第3展示館）（第3展示館）

場と共共にに歩場 歩んんんだだだだだだだだだ場現場現現現 と共共にに歩歩歩歩んんだだだんんだんんだだんだ共に歩歩ん 第第第第第第第 回回回回記記念念開催催催催

からく
り改善くふう展2015

○R

努力の結集が形に!!
現場の想いを現場の技術で形にした作品を展示。

現場の言葉でつたえます!!

●メディアパートナー●メディアパートナー●メディアパートナー

MA1001 からくり改善くふう展 2015

参

加

申

込

み

書

□日本プラントメンテナンス協会会員　　　□日本能率協会法人会員
□一　般　　　　　　　　  　　　　　　   □ 学　生

（いずれかにレ印をご記入ください）

ふりがな

（注）太線の枠内をご記入ください

※郵送物の送付停止や宛先変更を希望される場合には、お手数をおかけいたしますが、上記問合わせ先までご連絡くださいますようお願い申しあげます

請求書と受付票は、派遣窓口担当者様あてに送付いたします

〒　　　－　　　　

TEL（　　　　　　）　　　　　　－　　　　　 FAX（　　　　　）　　　　　　－　　　　　

会 社 名
(学校名）

ふりがな

受　　付 登　　録 発　　送

事業場名

所属
役職名

所 在 地

ふりがな

派遣窓口
担当者名
10月1日

お支払い予定日 　　　　月　　　日払（貴社の事情により参加料のお支払いが開催後になる場合はご記入ください）

10月2日 合　計 参加料（テキスト代含む）／税込み

名 名 名

2015年10月1日（木）～2日（金）

※9月2日（水）からのお申込みは当日料金となります。キャンセルはできません。
※参加料に昼食代は含まれておりません。
※会員以外の方は、この機会にぜひ当会への入会をご検討ください。

日本プラントメンテナンス協会会員
日本能率協会法人会員 10,000円／1名（税込み）

参加料（1日当たりお一人様の料金です）

お願い・お断り

くふう展についての問合せ先

お申込みについての問合せ先

会場案内

参加申込み方法・参加料支払い方法

FAX受付は9月18日（金）まで

開催日

＠
※上記参加料にてご確認のうえ、ご記入ください

ホームページからも申込できます
http://www.jipm-topics.com/karakuri/

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会 普及推進部
TEL：0120-451-466（または03-5733-6900）
FAX：0120-451-467（または03-5733-6910）

・下記申込み書に必要事項を記入のうえ、ファクシミリにてご送付くださ
い。電話での申込みは受け付けておりません

・開催の約3週間前より、参加派遣窓口ご担当者様宛に受付票・会場案内
と請求書を送付しますので、請求書が届き次第、当会指定の銀行口座に
お振り込みください。なお、払込手数料は貴社にてご負担ください。

　お支払いは、原則として開催前日までにお願いいたします

・FAX・ホームページ他からの事前申込みは、9月18日（金）までと
　なります。
　それ以降は、当日会場の特別受付にてお申込みください。

・カメラ・ビデオカメラ・カメラ付携帯電話・録音機の
持込みはご遠慮ください

・ご参加予定の方が当日お越しになれない場合は、代理の方がご参加ください
・キャンセルはできませんので、ご注意ください
・参加人数での割引はありません
■免責事項
　天災地変や伝染病の流行、研修会場・輸送などの機関のサービスの停止、官公庁の指示等
の当会が管理できない事由により研修内容の一部変更および中止のために生じたお客様の
損害については、当会ではその責任を負いかねます。
■個人情報に関する取り扱いについて
　下記にご記入いただいた個人情報は、当会保有データとして管理させていただきます。
また、後日に当会および当協会関連法人によりそれらの商品・サービス・講座等のご案内を
送付させていただく場合がございます。収集した個人情報は、当会のプライバシーポリシー
に則った安全対策を施し、適切に管理いたします。なお、ご案内の送付中止、および個人
情報の開示・訂正・削除の詳細につきましては、当会のホームページをご参照ください。
■個人情報に関するお問い合わせ先
　公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会　http://www.jipm.or.jp/privacy.html

一　般 15,000円／1名（税込み）

9月1日（火）までの事前お申込み

日本プラントメンテナンス協会会員
日本能率協会法人会員 14,000円／1名（税込み）

一　般 20,000円／1名（税込み）

学　生 1,000円／1名（税込み）

9月2日（水）以降の申込み（当日申込み可）

FAXお申込み書  048-470-2702

（公社）日本プラントメンテナンス協会への
連絡・希望事項 など

× 名＝ 円

名古屋駅より臨海高速鉄道・あおなみ線「金城ふ頭」下車 徒歩5分

ポートメッセなごや  第3展示館  名古屋市港区金城ふ頭2-2
Special Event

2014年最優秀からくり改善賞2014年最優秀からくり改善賞 2013年最優秀からくり改善賞2013年最優秀からくり改善賞

からくり改善くふう展「歴史街道」
からくり改善道場コーナー
手押し台車コンテスト

●申込みの確認は、

●内容についてのお問い合わせは、

株式会社アイ・イーシー 通信教育・セミナー受付センター
TEL：048-470-3710
E-mail:seminar@iecj.com
※当会ではセミナー・イベントの申込手続きに関する業務を株式会社アイ・イーシーへ
　委託しております

製造、生産技術、教育、改善担当の各部門へ回覧お願いします


