
1

平成 29年 11月吉日
会員各位
                                    一般社団法人 日本粉体工業技術協会 粉体ハンドリング分科会 

コーディネータ 横浜国立大学名誉教授 松本 幹治 

副コーディネータ 京都大学大学院教授 松坂 修二 

代表幹事 アイシン産業㈱ 村上 徹 

副代表幹事 日清エンジニアリング㈱ 海老原裕之

幹    事 味の素㈱ 西ノ宮 武 

 東洋ハイテック㈱ 大和 一敏 

 ハカルプラス㈱ 江口 達也 

 ㈱マツシマメジャテック 鍋内 浩 

 丸尾カルシウム㈱ 森下 俊哉 

 ユーラステクノ㈱ 鈴木 司 

当番幹事 ㈱徳寿工作所 坪内 稔 

平成 29年度 第 3回（通算 175回）粉体ハンドリング分科会開催のご案内
～ テーマ：「粉体処理の困りごと、プラント計画における付着＆磨耗対策」 ～

拝啓 貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。 平素は当協会にご理解とご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。

さて、平成 29年度第 3回粉体ハンドリング分科会の開催をご案内いたします。
今回は「粉体処理の困りごと、プラント計画における付着＆磨耗対策」をテーマに技術講演と製品紹介を

企画いたしました。

機器およびプラント設計に携わる技術者の方々に向けた講演を用意しましたので皆様の生産現場で

活かしていただければ幸いです。ぜひ御参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。

御参加いただけます場合は、申し込み用紙にご記入の上、12月 8日（金曜日）までに、FAXまたは、E-mailで
お申し込みください。 

敬具

記

1．主 催 ： 一般社団法人 日本粉体工業技術協会 粉体ハンドリング分科会
2．日 時 ： 2017年 12月 14日（木） 13:30～18:30 （受付開始 13:00より） 
3．場 所 ： 東京八重洲ホール 地下ホール（http://yaesuhall.co.jp/）

東京都中央区日本橋 3-4-13 Tel：03-3201-3631 Fax：03-3274-5111 

詳細は添付案内図を参照下さい。

4．次 第 ：
13：30        1) 開会                         代表幹事 アイシン産業㈱            村上 徹 
13：30～13：35  2) コーディネータ挨拶             横浜国立大学 名誉教授             松本 幹治 
13：35～13：40  3) 配布資料の確認               代表幹事 アイシン産業㈱            村上 徹 
13：40～13：45  4) 前回議事録確認               当番幹事 ㈱徳寿工作所             坪内 稔 
13：45～14：45  5) 講演【粉砕分級プラントにおける付着・磨耗のトラブルと対策】  

                    概要：粉砕機および分級機を利用した粉体製造プラントにおける摩耗と 

                   付着のトラブル事例とその対策を紹介 

日清エンジニアリング株式会社  取締役経営企画部長    秋山 聡 様 

14：45～14：55 6) 質疑応答
14：55～15：05 7) 休憩
15：05～15：40  8) 製品紹介 1 【フッ素樹脂コーティングによる付着防止技術】 日本フッソ工業株式会社
15：40～16：15  9) 製品紹介 2 【ライナテックスによる耐摩耗技術と付着防止技術について】 

三扇機工株式会社 

16：15～16：50 10) 製品紹介 3 【金属表面改質による付着防止技術・ジェミニ処理】 株式会社 不二製作所 
17：00～18：30 11） 懇親会 
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5．参加申込方法 ：  次ページの申込書によりお申し込み下さい。 
               ① FAXの場合は、添付の申込用紙にご記入の上お申し込み下さい。 
               ② E-mailの場合 参加者氏名、勤務先（〒、住所、所属部課、電話番号、FAX番号）を 
                  ご記入の上 お申し込み下さい。 

申し込み連絡先： ㈱徳寿工作所 技術部 坪内 稔 

〒254-0074 神奈川県平塚市大原 3－19
TEL：0463-32-1842 FAX：0463-32-1844
E-mail： m.tsubouchi@tokujuk.co.jp

6．参加費用 ：  会員 5,000円 非会員 6,000円（当日お支払下さい。） 

7．参加定員 ：  50名 （定員になり次第受付を締め切らせていただきます。） 

8．参加申込締切：  平成 29年 12月 8日（金） 必着

9．緊急連絡先（当日）：  当番幹事会社 ㈱徳寿工作所 坪内携帯/080-7015-8569

会場案内図
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㈱徳寿工作所 技術部  坪内 稔 行

 FAX ： 0463－32－1844  /   TEL ： 0463－32－1842
  E-mail ： m.tsubouchi@tokujuk.co.jp

平成 29年度 第 3回粉体ハンドリング分科会 申込用紙

第 3回 粉体ハンドリング分科会 参加申込書 
2017年  月  日

会社名

所在地

〒 

  電話：                     FAX： 
会員／非会員       会員 ／ 非会員     いずれかに○をお願いします
（ふりがな） 

氏     名 所属・役職／電話／e-mail
分科会：1.出席 2.欠席（いずれかに○をお願いします） 
懇親会：1.出席 2.欠席（いずれかに○をお願いします） 
所属・役職： 

電話   ： 

e-mail  ： 
 分科会：1.出席 2.欠席（いずれかに○をお願いします） 

懇親会：1.出席 2.欠席（いずれかに○をお願いします） 
所属・役職： 

電話   ： 

e-mail  ： 
分科会：1.出席 2.欠席（いずれかに○をお願いします） 
懇親会：1.出席 2.欠席（いずれかに○をお願いします） 
所属・役職： 

電話   ： 

e-mail  ： 
分科会：1.出席 2.欠席（いずれかに○をお願いします） 
懇親会：1.出席 2.欠席（いずれかに○をお願いします） 
所属・役職： 

電話   ： 

e-mail  ： 
今後の当分科会からの案内配信について

希望する （配信方法： ′メール ′郵送） ／ ′ 希望しない   ※いずれかにチェックをお願いします

【個人情報の管理について】 

頂いた情報につきましては責任をもって管理致します。 

当日参加者名簿を配布致しますので、名簿への掲載を希望されない方は申し込み時にその旨ご連絡下さい。 

※当日受付の際は、御名刺を 1枚御用意して頂けます様、お願い申し上げます。 
＜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ありましたらお書き下さい。 

また、個人情報で会員名簿および参加者名簿への記載に不都合がある場合はお知らせください。 


