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謹啓  

平成 29 年度の第 3回輸送分科会を、「株式会社 サタケ 広島本社」にて、下記のように開催致します。

同社では、人類の三大主食である「米」「麦」「とうもろこし」を中心に、食品全般に関わる加工機械および

食品の製造販売などをメイン事業として展開されています。中でも創業以来百二十余年にわたり積上げら

れてきた米の加工技術により生み出された機械や設備は、世界約 150 か国に供給されています。今回は、

各機械を多用途ラック内に立体配置し、穀物が入った運搬ボックスを目的の場所に自動搬送できる多用途

搬送システム（大試験室）と最新鋭の選別機・加工機をラインナップし、サンプル試験を行う選別加工総合セ

ンターを主に見学頂きます。また日本で最初の動力式精米機を開発された同社の歩みをまとめた歴史館も

ご覧になれます。 

 見学後は同社の製粉機器と色彩（光）選別機のご紹介とツカサ工業㈱様による「小麦粉製粉工場におけ

る上粉 C.C.ニューマ化設備」のご紹介をして頂きます。  

 ご多忙とは存じますが、是非とも多数ご参加頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。 

謹白 

記 

1．開催場所   株式会社 サタケ 広島本社 
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町 2-30 
TEL：082-420-8558（代表）

2．開催日時   平成 29年 11 月 24 日(金) 12：45 ～ 16：45（予定） 

3．集合場所   JR 西条駅 改札出口 

※受付を行いますので「輸送分科会」カードを持ったスタッフにお声掛け下さい。 

           ※自動車で直接現地へ来場ご希望の方は事前にご連絡お願いいたします。 



4．開催プログラム 

１） 集合 12：45 JR西条駅 改札出口 

                            （昼食はお済ませください） 

２） 移動（バス） 12：45 ～ 13：00 西条駅 → ㈱サタケ 到着後会場にて参加費集金 

３） 開会の挨拶 13：15 ～ 13：20  コーディネーター  田中 敏嗣 教授  

４） 会社案内    13：20 ～ 13：35    ㈱サタケ システム事業本部 次長 平田 瑞穂氏 

   会社説明DVDを上映 

５） 設備見学    13：40 ～ 15：10 

６） 休憩       15：10 ～ 15：20 

６） 製品紹介 1   15：20 ～ 16：00 ㈱サタケ システム事業本部 次長 平田 瑞穂氏

 製粉機器と色彩（光）選別機のご紹介

７） 製品紹介 2   16：00 ～ 16：20 ツカサ工業㈱ 営技部 執行役員 井上 照男氏 

   小麦粉製粉工場における上粉 C.C.ニューマ化設備のご紹介 

８） 閉会の挨拶 16：20 ～ 16：25    副コーディネーター  武居 昌宏 教授 

９） 移動（バス） 16：25 ～ 16：45    ㈱サタケ → 西条駅 
   ※バス乗車前に記念写真を撮影致します。 

5．募集人数 最大 40名とさせて頂きます。

6．参加費用   会員 5,000 円/非会員 7,500 円 

※参加費は、お釣り不要になるよう ご用意をお願い致します。 

  参加費は㈱サタケ殿入場後に集金致します。 

7．参加申込   別紙の申込書によりお申し込みください。 

申込先：エステック㈱ 大阪支店 営業チーム 三浦 正登 

     E-mail: miura@snecon.co.jp または Fax：06-6394-3149 

参加申込はできるだけ E-mail にてお願い致します。

8．参加申込締め切り 平成 29 年 11 月 14 日（火） 必着  

9．緊急連絡先 

三興空気装置㈱   岸本    080-2483-9707 

エステック㈱        三浦    080-5908-5993 

10．ご注意事項  ㈱サタケ同業者の方はお断りをさせて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。 







平成 29 年度 第 3 回 輸送分科会 参加申込書  

申し込み先：エステック㈱ 大阪支店  三浦 正登 行き

E-mail: miura@snecon.co.jp （添付文書に必要事項を記入するか、 
下の必要事項をメール本文に記載してください） 

Fax:   06-6394-3149 （本紙に必要事項を記入してご送付ください）

参加申込はできるだけ e-mail にてお願い致します。

輸送分科会の会員／非会員： 

会員 ／ 非会員     ※いずれかに○をつけて下さい。

【輸送分科会会員の方 回答用】

出 欠 １．出席 ２．欠席 （いずれかに○をつけて下さい）

氏 名

会 社 名

※部署・役職

※住所 〒

※TEL 
※FAX 
※E-mail 

※ 印の欄は、変更や今回の案内状送付に誤りがある場合に記入願います。

また、E-mailアドレスをお持ちの方は、できる限りご記入願います。
今後のご案内が迅速に行えるようになりますので、是非ともご協力のほどお願い致します。

【会員外の方 回答用】

出   欠 １．出席   ２．欠席 （いずれかに○をつけて下さい）

輸送分科会への入会 １．希望する  ２．希望しない （いずれかに○をつけて下さい）

今後の案内の希望 １．希望する  ２．希望しない （いずれかに○をつけて下さい）

氏 名

会 社 名

※部署・役職

※住 所 〒

※TEL 
※FAX 
※E-mail 

※ 印の欄は、入会または案内を希望する場合に記入願います。

また、E-mailアドレスをお持ちの方は、できる限りご記入願います。
今後のご案内が迅速に行えるようになりますので、是非ともご協力のほどお願い致します。

＜分科会事務局への通信欄＞

分科会および協会の運営に関しましてお気づきの点がございましたらご記入下さい。



 交通案内と集合場所  

【交通案内】 

≪往路≫ 
＜東京 ⇒ 西条＞ 

7：50（東京） ⇒ 11：49（広島） のぞみ13号  12：06（広島） ⇒ 12：42（西条）  

または羽田空港～広島空港～連絡バスにて白市駅～西条駅（所要時間約4時間） 

＜新大阪 ⇒ 西条＞ 

10：25（新大阪） ⇒ 11：49（広島） のぞみ13号  12：06（広島） ⇒ 12：42（西条）  

＜博多 ⇒ 西条＞ 

10：46（博多） ⇒ 11：52（広島） のぞみ22号  12：06（広島） ⇒ 12：42（西条）  

≪復路≫ 
＜西条 ⇒ 東京＞ 

16：56（西条） ⇒ 17：33（広島）  17：52（広島） ⇒ 21：53（東京） のぞみ52号  

または往路の逆ルートにて（所要時間約4時間） 

＜西条 ⇒ 新大阪＞ 

16：56（西条） ⇒ 17：33（広島）  17：52（広島） ⇒ 19：18（新大阪） のぞみ52号  

＜西条 ⇒ 博多＞ 

16：56（西条） ⇒ 17：33（広島）  18：09（広島） ⇒ 19：10（博多） のぞみ 39号 

＜集合場所＞ 

全員集合後、バス停車場所へご

案内します。
JR 西条駅構内図


