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平成 30 年度 第１回食品粉体技術分科会 開催のご案内
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は当会にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度平成 30 年度第 1 回食品粉体技術分科会を株式会社静岡プラント様のご協力をいただ
き開催することになりました。
今回は単位操作「ハンドリング」をテーマとして、㈱静岡プラント様の「微粉回収効率を改善した新形
状のサイクロンの特徴及び作業原理について」のご講演と、同社の粉砕機とサイクロンとを組み合わ
せた粉砕及び粉砕品の回収実験を実演いただく予定です。また、赤武エンジニアリング㈱様より「コン
テナシステムの紹介」、㈱日章アドミニプラン様より「吸引車を使用した粉体フレコン詰め技術」につい
てご講演をいただく予定です。
ご多用とは存じますが、お誘い合せの上、多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。
尚、お申込みは、平成 30 年 6 月 21 日までに、FAX または E-mail にてお申し込み下さい。
（誠に勝手ながら会場の都合等で先着 35 名様とさせていただきます。）
敬具
記

１．主催：一般社団法人 日本粉体工業技術協会

食品粉体技術分科会

２．日時：平成 30 年 6 月 28 日（木） 12:00～17:30（受付：12:00～12:15）

３．場所：
①集合場所 ： JR 東海道線本線「静岡駅」南口 スルガ銀行静岡南支店付近（案内図参照）
バスにて会場に移動
②会場 ： ㈱静岡プラント （静岡県榛原郡吉田町神戸 2841－2）
③当日の緊急連絡先 ： ㈱日清製粉グループ本社 野村 光生（携帯：070-4156-4688）
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４．次第
12:00

1) 集合

JR東海道本線「静岡駅」南口 スルガ銀行静岡南支店付近

12:00-12:15

2) 受付

集合場所にて受付

12:15-13:00

3) 移動

バスで㈱静岡プラント様 ゲストハウスへ移動

13:00-13:05

4) 開会挨拶

食品粉体技術分科会 コーディネータ

13:05-13:50

5) 講演①

「微粉回収効率を改善した新形状のサイクロンの特徴及び作動

羽倉 義雄

原理について」
㈱静岡プラント 渡辺 孝司 様
13:50-14:00

6) 移動

ゲストハウスから㈱静岡プラント様工場へ移動

14:00-14:45

7) 見学

「粉砕機と新形状サイクロンの組合せによる粉砕品の回収実験」

14:45-14:55

8) 移動

工場からゲストハウスへ移動

14:55-15:40

9) 講演②

「コンテナシステムの紹介」
赤武エンジニアリング㈱ 村越 正宏 様

15:40-16:25

10) 講演③

「吸引車を使用した粉体フレコン詰め技術」
㈱日章アドミニプラン 西脇 繁 様

16:25-16:30

11) 分科会からの連絡事項

16:30-16:35

12) 閉会挨拶

食品粉体技術分科会 副コーディネータ

16:40-17:30

13) 移動

バスにて静岡駅へ移動、解散

五月女 格

５．注意事項：
・運営状況等によって時間が多少前後する場合があります。
・施設内は禁煙、写真撮影は禁止です。
・企業様によっては参加をお断りする場合があります。
・運営の都合上、直接ご来場いただくことはご遠慮ください。
・バス内は禁煙です。バス内での飲食は可能ですが、出されたゴミはお持ち帰りください。
・万が一、参加者変更やキャンセル等が生じた場合には、至急確実にご連絡ください。

６．参加申し込み方法：
添付の出席申込用紙に必要事項をご記入の上、E-mail または FAX にてお申し込み下さい。
（可能な限り、E-mail にてお申し込みください。）
申し込み宛先：㈱日清製粉グループ本社 技術本部 生産技術研究所 江間 秋彦 宛
E-mail：ema.akihiko＠nisshin.com ／ FAX：049-264-3320 (TEL：049－265-9167)

７．申し込み締め切り：平成 30 年 6 月 21 日（木） 必着
※ 定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。

８．参加費：（一社）日本粉体工業技術協会 会員 ￥6,000

非会員 ￥8,000

※ 参加費には、バス料金（往復￥2,000／人）が含まれております。
※ 当日、受付時に集金いたします。お釣りの無いようにご準備下さい。
以上
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＜集合場所 案内図＞

拡大図

JR 東海道本線「静岡駅」南口より徒歩 1 分程度
スルガ銀行静岡南支店付近 水の森ビル前

集合場所：静岡駅南口
スルガ銀行静岡南支店付近
（水の森ビル前）

JR 東海道本線「静岡駅」 参考便
東京方面からの到着：

１０：２６（東京）→１１：５１（静岡） こだま６４７号
１１：０３（東京）→１２：０４（静岡） ひかり４６９号（集合にお急ぎ下さい）

東京方面への出発：

１７：３８（静岡）→１８：４０（東京） ひかり４７４号
１７：５２（静岡）→１９：１６（東京） こだま６６８号

大阪方面からの到着：

９：４３（新大阪）→１1：３２（静岡） ひかり４６２号

大阪方面への出発：

１８：１０（静岡）→２０：００（新大阪） ひかり４７９号
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お申し込み宛先：
【食品粉体技術分科会】
㈱日清製粉グループ本社 技術本部 生産技術研究所 江間 秋彦 宛
E-mail：ema.akihiko@nisshin.com （可能な限り、E-mail にてお申し込み下さい。）
FAX： 049-264-3320 （TEL： 049-264-6211）
平成 30 年度 第 1 回食品粉体技術分科会
参 加 申 込 書
貴 社 名

：

貴事業所名

：

ご連絡先住所 ：〒
ご連絡先 TEL：
参加者お名前

FAX：
①

②

③

所属部課
役職名
E-mail
TEL
携帯番号
注）

誠に申し訳ありませんが、当日の遅刻等のご連絡のため、参加者の中で 1 名様の
携帯電話番号を記入して頂くようお願い致します。なお、携帯番号の管理には十分
注意し、当日の緊急連絡以外には使用致しません。
万が一、参加者変更やキャンセル等が生じた場合には、至急確実にご連絡ください。

※（一社）粉体工業技術協会会員で、食品粉体技術分科会の会員ではない方
・食品粉体技術分科会への入会のご希望 （いずれかに○を付けて下さい）
希望する ・ 希望しない
※（一社）粉体工業技術協会 非会員の方
・今後の食品粉体技術分科会案内の希望 （いずれかに○を付けて下さい）
希望する ・ 希望しない
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