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謹啓  

平成30年度の第2回輸送分科会を、物流のハンドリング機器メーカーである株式会社スギヤス 西尾工場に

て、下記のように開催致します。

同社では、「Bishamon」ブランドで、国内マーケットシェアトップクラスを誇る自動車整備用機器事業、物流機器

事業をはじめ、人と環境に優しい技術で社会貢献する住宅福祉機器事業、環境事業を４つの事業の柱として世

界に展開しています。今回は、物流機器事業のベストセラーであり内製化率 80%のハンドパレットトラックの生産

工程の工場見学、および今年 6月に完成したばかりの常設展示場において物流機器や住宅福祉機器を見学頂

きます。 

 見学後は、株式会社静岡プラント 顧問の渡辺孝司氏より、「微粉回収効率を改善した新形状のサイクロンの

特徴及び作動原理について」と題して、粉体の空気輸送に欠かせない特殊サイクロンについてご講演頂きま

す。 

 ご多忙とは存じますが是非とも多数ご参加頂けますよう、どうぞ宜しくお願い致します。 

謹白 

記 

1．開催場所   株式会社スギヤス 西尾工場 
〒445-0004 愛知県西尾市西浅井町二川崎 47 番地 4 
TEL：0563-52-2221 

2．開催日時   平成 30年 9 月 19 日(水) 12：30 ～ 18：20（予定） 

3．集合場所   JR 名古屋駅 新幹線改札出口コンコース銀の時計前 

※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 12：30 JR名古屋駅 新幹線改札出口コンコース銀の時計前

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

２） 移動（バス） 12：40 ～ 14：00 名古屋駅 → (株)スギヤス 西尾工場 

 到着後会場にて参加費集金 

３） 開会の挨拶 14：05 ～ 14：10  コーディネーター  田中 敏嗣 教授 

４） 会社案内    14：10 ～ 14：30    (株)スギヤス  取締役部長 山田 文彦氏 

５） 工場見学    14：30 ～ 15：50 

６） 休憩        15：50 ～ 16：00 

７） 講演     16：00 ～ 16：45 (株)静岡プラント 顧問 渡辺 孝司氏 

「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原理について」

８） 閉会の挨拶   16：45 ～ 16：50   副コーディネーター  武居 昌宏 教授 

９） 移動（バス）     17：00 ～ 18：20  (株)スギヤス 西尾工場 → 名古屋駅 
    ※バス乗車前に記念写真を撮影致します。 

5．募集人数 最大 30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。 

  参加費は見学先到着後に集金致します。 

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：㈱椿本バルクシステム 技術部 システム１グループ 中津井 誠一 

E-mail: nakatsui@tsubaki-bulk.com または Fax：052-561-2153 

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 30 年 9 月 10 日（月） 必着  

9．緊急連絡先 

三興空気装置㈱     岸本    080-2483-9707 

㈱椿本バルクシステム  中津井  080-1240-2235 

10．ご注意事項  見学先と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 30 年度 第 2 回 輸送分科会 参加申込書  

申し込み先： ㈱椿本バルクシステム 技術部 システム１グループ 中津井 誠一 行き

E-mail:  nakatsui@tsubaki-bulk.com （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:    052-561-2153 （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 ⇒ 名古屋＞ 

10：40（東京） ⇒ 12：21（名古屋）    のぞみ323号    

＜新大阪 ⇒ 名古屋＞ 

11：30（新大阪） ⇒ 12：20（名古屋）  のぞみ336号   

＜博多 ⇒ 名古屋＞ 

8：33（博多） ⇒ 11：53（名古屋）    のぞみ14号   

≪復路≫ 
＜名古屋 ⇒ 東京＞ 

18：33（名古屋） ⇒ 20：13（東京）    のぞみ42号  

＜名古屋 ⇒ 新大阪＞ 

18：33（名古屋） ⇒ 19：23（新大阪）  のぞみ51号  

＜名古屋 ⇒ 博多＞ 

18：33（名古屋） ⇒ 21：53（博多）    のぞみ 51 号 

＜集合場所＞ 

新幹線改札出口コンコース 

銀の時計（モニュメント）前 

JR 名古屋駅構内








