2019 年 1 月 11 日

会員 各位
一般社団法人 日本粉体工業技術協会
粉体シミュレーション技術利用分科会
コーディネータ

東京大学大学院

酒井 幹夫

副コーディネータ

広島大学大学院

石神 徹

代表幹事

㈱構造計画研究所

角家 強志

副代表幹事

日清エンジニアリング㈱

小澤 和三

コーディネータ

広島大学大学院

羽倉 義雄

副コーディネータ

東京大学大学院

五月女 格

代表幹事

㈱日清製粉グループ本社

野村 光生

副代表幹事

㈱竹中工務店

川島 哲文

食品粉体技術分科会

２０１８年度 合同分科会開催のご案内
（第 3 回粉体シミュレーション技術利用分科会、第 3 回食品粉体技術分科会）
さて、この度 2018 年度合同分科会（第 3 回粉体シミュレーション技術利用分科会、第 3 回食品粉体技術分科会）
を日清エンジニアリング株式会社様のご協力をいただき、開催することになりました。
今回は単位操作技術「粉体シミュレーション技術利用」をテーマとし、日清エンジニアリング㈱粉体事業部様から
施設見学と技術紹介をいただくとともに、粉体シミュレーション技術利用分科会より粉体シミュレーション技術やシミ
ュレーション関連技術をご紹介いただく予定です。
何かとご多用とは存じますが、お誘い合わせの上、多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。
尚、お申し込みは 2019 年 2 月 27 日（水）までに、分科会ごとに E-mail または FAX にてお申し込みください。
誠に勝手ながら会場の都合等で、先着 40 名様（各分科会 20 名ずつ）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
粉体シミュレーション技術利用分科会、食品粉体技術分科会

２． 日 時 ：

2019 年 3 月 6 日（水）

13：00～16：50 （受付：12:45～13:00）

３． 場所等 ：
① 会場： 日清エンジニアリング㈱ 粉体事業部
〒356-0045 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡5-3-77

Tel 049-264-3148

② 施設紹介・見学窓口： 日清エンジニアリング㈱ 小澤 和三
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４． 次 第 ：
12:45-13:00

1) 受付

粉体事業部 2階ロビーにて

13:00-13:05

2) 開会挨拶

粉体シミュレーション技術利用分科会 コーディネータ

13:05-13:20

3) 会社紹介

日清エンジニアリング㈱ 粉体事業部 取締役部長

13:20-14:00

4) 講演①「固形製剤の連続生産に関するプロセスシステム工学研究」

酒井 幹夫
森山 秀男 様

東京大学 杉山 弘和 准教授
14:00-14:40

5) 講演②「シミュレーションによる粉体圧縮挙動の基本原理の解明」
岡山大学 三野 泰志 助教

14:40-15:40

6) 施設見学（休憩兼ねる）

15:40-16:00

7) 企業紹介① 「粉体解析ソフトウェアGranuleworks 粗視化モデル(SDEM)の紹介」
プロメテック・ソフトウエア㈱ 高倉 浩守 様

16:00-16:20

8) 企業紹介②「非球形粒子・マルチGPU計算対応DEMソルバー・ROCKYのご紹介」
ステイシフト㈱ 今市 健太 様

16:20-16:40

9) 企業紹介③「粉体プロセスにおけるシミュレーションソフト「ANSYS Fluent」「EDEM」の適用事例」
サイバネットシステム㈱ 河野 稔弘 様

16:40

10) 分科会からの連絡事項
11) 閉会挨拶

16:50

食品粉体技術分科会 コーディネータ

羽倉 義雄

12) 解散

５． 注意事項 ：
・本分科会に関する駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
・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。
・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、以下の各分科会担当者宛て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。）。
７． 申込み〆切 ：
2019年 2月 27日（水） （必着）※ 定員になり次第締め切りますので、お早目にお申し込みください。
８． 参加費 ：

会員 \4,000.-

非会員 \6,000.-

当日、会場受付にて集金致します。おつりの無いようにご準備ください。
以上
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お申し込み宛先（以下の各分科会担当者宛てにお願いいたします）：
【粉体シミュレーション技術利用分科会】
日清エンジニアリング㈱ 粉体事業部 山口 みな 宛
E-mail：yamaguchi.mina@nisshin.com ／FAX： 049-264-9367 （TEL：049-264-3148）
【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 ／FAX： 049-264-3320 （TEL： 049-264-6211）

2018 年度 合同分科会（第 3 回粉体シミュレーション技術利用分科会、第 3 回食品粉体技術分科会）
参 加 申 込 書
貴 社 名

：

協会会員区分

：

申込宛先分科会

（一社）日本粉体工業技術協会

貴社・事業所名

：

会員

・

非会員

（いずれかに○）

粉体シミュレーション技術利用分科会 ・ 食品粉体技術分科会 （いずれかに○）

：

ご連絡先住所 ：〒
①

②

③

参加者ご氏名
所属部課
役職名
E-mail
TEL

注）

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）日本粉体工業技術協会会員で、分科会に入会されていない方
・粉体シミュレーション技術利用分科会または食品粉体技術分科会への入会のご希望
粉体シミュレーション技術利用分科会 ・ 食品粉体技術分科会 ・ 希望しない

（いずれかに○）

※（一社）日本粉体工業技術協会 非会員の方
・今後の分科会案内の希望
希望する（粉体シミュレーション技術利用分科会・食品粉体技術分科会）・希望しない（いずれかに○）
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