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 平成 29年度第 4回(通算 176回) 粉体ハンドリング分科会開催のご案内 

 ～ 今回のテーマは「粉体の計量・センシング技術」です ～ 

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 4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「粉体の計量・センシング技術」をテーマに計量・センシングに関する技術講演とそれに関連するメーカーに

よる製品プレゼンテーションを企画いたしました。是非ご出席いただきますようお願いいたします。

尚、ご出席の方は、申し込み連絡用紙にご記入の上、3月 2日（金）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 ： 2018年 3月 9日(金) 13:30～18:30 (受付 13:00より) 

3. 場所 ： 東京八重洲ホール 地下ホール (東京都中央区日本橋 3-4-13)

電話：03-3201-3631 ・・・ 詳細は添付案内図を参照ください

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)  当番幹事会社挨拶    ハカルプラス㈱ 代表取締役社長 三宅 康雄

13:40～13:45 4)  配布資料の確認 代表幹事 アイシン産業㈱ 村上 徹

13:45～13:50 5)  前回議事録確認 当番幹事 ハカルプラス㈱ 江口 達也

13:50～15：20 6)  講演 【世界最先端の物理計測・計量】

国立研究開発法人 産業技術研究所 計量標準総合センター

物理計測標準研究部門長  中村 安宏 様

15：20～15:30 7)  休憩

15:30～15:45 8)  製品紹介 1 【2軸スクリュ式自動計量機 エヌパックスケール】

㈱西村機械製作所 計量機事業課 安井 典生 様

15:50～16:05 9) 製品紹介 2 【製粉でのマイクロ波レベル計の使用例】

㈱マツシマ メジャテック 東京営業所 所長  立石 智一 様

16:10～16:25 10) 製品紹介 3 【ﾊﾞｷｭｰﾑｺﾝﾍﾞｱの現在そして未来！＜PIAB製品の紹介と IoT を活用した未来像＞】

ジェイピーネクスト㈱ 営業部  柴原 圭 様

16:30～16:45 11) 製品紹介 4 【水分量センサー ピクノスター製品紹介】

ハカルプラス㈱ 常務取締役  長田 善雄

17:00～18:30 12) 懇親会  同会場にて
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5. 参加申し込み方法

① FAXの場合は、添付の申し込み連絡用紙にご記入の上お申し込み下さい

② E-mailの場合は、参加者氏名、勤務先（郵便番号、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 ハカルプラス㈱  計量事業本部 装置設計課  江口達也

TEL： 06-6300-2129 

FAX： 06-6300-2197 

e-mail： eguchi@hakaru.jp 

③ 参 加 費 ： 一般 6,000円 会員 5,000円 （当日お支払下さい）

④ 定員 ： 60名(参加人数に限りがありますので申し込み順とさせていただきます) 

⑤ 申込み締切 ： 2018年 3月 2日（金）

⑥ 当日の緊急連絡先 ： 090-9276-6664  （当番幹事 江口の携帯電話番号）

東京八重洲ホール 地下ホールの地図
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ハカルプラス㈱ 計量事業本部 装置設計課 江口達也 行

FAX ： ０６－６３００－２１９７  ＴＥＬ ： ０６－６３００－２１２９

E-mail ： eguchi@hakaru.jp

平成２９年度 第４回粉体ハンドリング分科会  

申し込み連絡用紙 

第４回 粉体ハンドリング分科会 参加申込書 
       平成 30 年  月  日

会社名

日本粉体工業技術協会 

会員 ／ 非会員 

いずれかに○をお願いします

所在地

〒 

  電話：                     ＦＡＸ： 

＜参加者＞ 
（ふりがな） 

氏     名 所属・役職／電話／e-mail 
所属・役職 
電話     
e-mail    
懇親会  ：  参加 ／ 不参加   いずれかに○をお願いします

所属・役職 
電話     
e-mail    
懇親会  ：  参加 ／ 不参加   いずれかに○をお願いします

所属・役職 
電話     
e-mail    
懇親会  ：  参加 ／ 不参加   いずれかに○をお願いします

所属・役職 
電話     
e-mail    
懇親会  ：  参加 ／ 不参加   いずれかに○をお願いします

所属・役職 
電話     
e-mail    
懇親会  ：  参加 ／ 不参加   いずれかに○をお願いします

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、お名刺を１枚ご用意して頂きますよう、お願い申し上げます。 


