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１１月度地方定例会（見学会）
下記の要項で１１月度地方定例会（見学会）を開催いたします。
１日だけの参加や一部参加も承っています。出欠のご連絡は、添付ファイル「１１月度地方定例会出欠
。
確認票」にご記入の上、１０月１１日（金）までに事務局までご返信ください（期日厳守）
１１月度地方定例会（見学会）は羽山定治氏（羽山技術士事務所）のご尽力で企画されました。多くの
皆様のご参加を期待いたします。
≪講演・見学≫（詳細は３～４ページをご覧ください）
１１月

７日（木）午後
８日（金）午前
午後

山梨県立リニア見学センター

見学

㈱牧野フライス製作所富士勝山事業所

講演と見学

富士山レーダードーム館、他

見学

東芝機械㈱御殿場工場

講演と見学

≪集合場所と集合時刻、解散場所≫
１１月７日
集合場所

JR 新宿駅西口

集合時刻

１０時１０分《厳守願います》

工学院大学前 (４ページ参照）

８日
８日からご参加の方は、東横 INN 富士河口湖大橋 （６ページ参照）にお集まりください。
集合場所

東横 INN 富士河口湖大橋 1 階 ロビー

集合時刻

８時１５分《厳守願います》

解散場所

JR 三島駅

※７日、８日は貸切バス（バス代は本専門委員会負担）で移動します。
両日とも、集合時刻には遅れないようにご注意ください。

１

参加費用

９，０６４円

内訳

≪本専門委員会が請求書を発行します

７日懇親会費（飲み放題

≫

5,500 円

付）

2,624 円

７･８日昼食代
７日リニア見学センター

340 円

８日富士山レーダードーム館、他

600 円

※参加者募集締め切り後「定例会参加費」９，０６４円の請求書を発送いたします。
請求書が届いたら速やかに指定口座までお振込み願います。
※一部参加をご希望された方は、参加費が変わることがありますので、「定例会参加費」を
個々にご連絡いたします。
◆宿泊費：７，５００円（翌朝食付：消費税込）≪各自清算ください。現金支払いのみ≫
※東横 INN 会員の方は７，１２５円です。

清算の際は会員カードをご提示の上現金支払願います。

ご提示ない場合は通常料金支払いになります。
※東横 INN 富士河口湖大橋のシングルルーム（禁煙室）を確保しています。
※宿泊をご希望の方は添付ファイル「１１月度地方定例会出欠確認票」の『宿泊希望』の欄に○印を
つけてご回答ください。事務局からホテルへ連絡いたします。
※宿泊費は、8 日の集合時刻までに、各自ホテルのフロントで現金お支払いいただき、ホテル発行の
領収書をお受け取りください。速やかにご清算くださいますようお願いいたします。
※部屋の固定電話からの外線使用は宿泊費に追加料金が発生いたします。
≪募集人員≫
３０名（一応の目処とします）
≪注意事項≫
１． 出席の連絡は、添付ファイル「１１月度地方定例会出欠確認票」にもれのないようにご記入いた
だき、1 名につき 1 枚ご提出ください。
２． 法人委員様は 1 社につき 2 名様までとさせていただきます。予めご了承ください。
３．同業企業の見学について、今回見学先企業と同業企業の方は見学をご遠慮いただくことになり
ますのでご了承願います。該当企業様には別途、事務局からご連絡申し上げます。ご理解、ご
協力の程お願いいたします。
４．自家用車による参加も可能です。駐車場をご希望される方は出欠連絡票にご記入ください。
各見学先で数台分は駐車スペースを確保して頂いていますが、多数となると場合によっては各自
で対応していただく事になります。（宿泊先の駐車場は先着順。満車の場合はホテルから徒歩５分
程の所にある町営駐車場へのご案内となります。）
なお、懇親会のお料理は一律飲み放題付コースで、懇親会会場へ自家用車で行く方のみコースを
変更する事は出来ません。お酒を控えていただく、各自で運転代行サービスをご依頼等して下さい。
５．お申込後のキャンセルは速やかに事務局までご連絡ください。直前のキャンセルは、ホテル規定
のキャンセル料が発生いたしますので、ご注意ください。
６．見学会前日、７日、８日の緊急連絡先：

090－7428－0127（発起人 羽山 携帯電話）

２

≪スケジュール≫
11 月 7 日（木）
10:10
10:30
12:00～13:15
14:00～14:15
14:15～15:15
15:15～16:45
17:00 頃
17:30～19:30
19:45 頃

JR 新宿駅西口 工学院大学前 集合
出発
移動の間 車中にて昼食（弁当・お茶）
山梨県立リニア見学センター見学（技術説明員による説明あり）
㈱牧野フライス製作所富士勝山事業所 到着・概要説明（約 10～15 分）
講演（質疑応答時間を含む）
工場見学
見学 終了
懇親会 （割烹源泉：https://r.gnavi.co.jp/n120800/ TEL0555－72－3412）
東横 INN 富士河口湖大橋 着

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

8 日（金）
8:30
東横 INN 富士河口湖大橋 出発
9:00～11:30 富士山レーダードーム館、他 見学
12:00～12:50 さがみ御殿場店にて昼食
（https://www.sagami-holdings.co.jp/store/和食麺処サガミ-御殿場店/
13:30～13:45 東芝機械㈱御殿場工場 到着・概要説明（約 10～15 分）
13:45～14:45 講演（質疑応答時間を含む）
14:45～16:15 工場見学
16:30 頃
見学 終了
17:20 頃
JR 三島駅で解散

TEL 0550-88-5510）

≪講演と見学について≫

㈱牧野フライス製作所

富士勝山事業所

◆講演
【講

師】宮下

宗仁

氏（㈱牧野フライス製作所 ゼネラルマネージャ）

【タイトル】高能率横型マシニングセンターa シリーズの取り組み
【講演概要】一般部品加工向け多目的用途の横型ＭＣ「a シリーズ」を題材に、お客様の各種
要求品質を満足させるための取り組みについて、最新技術の一部も織り込みな
がら紹介する。
◆見学
【見学概要】横型マシニングセンターの生産拠点である富士勝山事業所の工場見学を通して、
当社の「モノづくり」を体感していただく。
・最新機械加工設備の紹介
・機械精度にこだわった当社製造現場の「モノづくり」の取り組みの紹介
・一般部品加工向け横型ＭＣ（a シリーズ）、および航空機・大物部品加工向け
横型ＭＣ（MAG シリーズ他）の組立見学

３

東芝機械㈱
◆

御殿場工場

講演

【講

師】浅野目 裕

氏（工作機械テクニカルセンター 先進技術開発担当

グループマネージャー

）

【タイトル】大型工作機械における高精度位置決め技術
【講演概要】大型・超大型工作機械や特殊工作機械は、数十メートルにも及ぶストロークを
有している機械が多いが、顧客ニーズは大型・長大な機械にいても汎用の工作
機械と同じレベルの位置決め精度を求められている。本講演では、その位置決
め精度を達成するために開発された送り構造の紹介と加工精度を維持する調整
機構やその他の特殊工作機械の特徴や特殊機構について紹介を行う。
◆見学
【見学概要】 2017 年開設した工作機械テクニカルセンターをメインに横中ぐり盤や立旋盤
の組み立てを行っている第一工場、大型工作機械の組み立てを行っている第二
工場を見学していただく。テクニカルセンターでは、摩擦攪拌接合(FSW）の
実加工例を見ていただく予定。

集合時刻・場所

７日(木) 10:10

新宿駅西口 工学院大学前

・東口ではありません。
・10:30 にバス発車。時間厳守願います。
４

山梨県立リニア
見学センター

住所：〒402-0006
山梨県都留市小形山 2381
電話番号：0554-45-8121
https://www.linearmuseum.pref.yamanashi.jp/index.html

１）車からのアクセス
東京・甲府方面から
中央自動車道大月インタ
ーチェンジで降り、国道
20 号大月橋東詰交差点を
右折し、国道 139 号を都
留、富士吉田方面へ進
み、見学センター入口看
板に従って道の駅つる入
口（旧名：大原橋東）の
交差点を右折。
大月インターチェンジか
ら見学センターまで約
6.5km（約 15 分）。
２）電車からのアクセス
JR 中央線大月駅下車、
駅前バス停よりリニア
見学センター行路線バス
にて 15 分。

株式会社
牧野フライス製作所
富士勝山事業所

〒401-0310 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山 3560-1
TEL： 0555-83-2171
https://japan.makino.co.jp/jp/sales/domestic/0119.html

車からのアクセス
東名高速道路御殿場 IC まで
東京方面
用賀 IC より：84 ㌔ 約１時間
厚木 IC より：50 ㌔ 約 35 分
Google マップより引用

５

東横ＩＮＮ
富士河口湖大橋

〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津 294-1
TEL：0555-68-3045
https://www.toyokoinn.com/search/detail/00299

１）車からのアクセス
中央自動車道河口湖 IC
から 7 分
２）電車からのアクセス
富士急行河口湖線河口湖
駅から徒歩 15 分

富士山レーダードーム館

〒403-0006 山梨県富士吉田市新屋 1936－1
TEL：0555－20－0223
https://www.fujiyoshida.net/sp/151

１）車からのアクセス
中央自動車道河口湖インタ
ーから 10 分
２）交通機関からのアクセス
富士急行富士山駅下車バス
15 分 サンパークふじ前下
車徒歩 5 分

Google マップより引用

６

〒412-0038 静岡県御殿場市駒門 1-120
TEL：0550-87-3555
https://www.toshibamachine.co.jp/jp/company/kyoten/access/gotemba_
ko.html

東芝機械株式会社
御殿場工場
１）車からのアクセス
東京方面
東名高速道路・御殿場 IC
を出て国道 138 号線の
信号『石橋』を左折、信
号『萩原北』を左折し
国道 246 号線を直進、
信号『矢場居』を右折し
駒門工業団地へ

２）電車からのアクセス
JR 御殿場線・御殿場
駅よりタクシー
ご利用(約 15 分)
JR 東海道新幹線、
東海道本線・三島駅
北口よりタクシー
ご利用 (約 25 分)

２．これからの定例会の予定
○２０２０年１月［定例会］≪計画担当：佐藤 光一 氏≫
日

程：１月１７日（金）

場

所：東京理科大学（神楽坂）森戸記念館

テーマ：半導体および半導体製造装置の最新技術動向
内

容：１２：３０～

講演会

・半導体および半導体製造装置の最新技術動向とマーケット動向
（東京工業大学

若林

整 氏）

・先端半導体の最新動向と今後のパターニングプロセス
（東芝メモリ株式会社

井上

壮一氏）

・半導体露光装置技術の現状と今後
（株式会社ニコン
１５：５０～

田中 寛大氏）

センサ小委員会

・工作機械機上計測による生産性向上
（株式会社キャプテンインダストリーズ
講演会終了後

懇親会

７

山下

宏 氏）

○２０２０年４月［定例会］≪計画担当：堤

博貴 氏≫

日

程：４月１７日（金）

場

所：東京理科大学（神楽坂）森戸記念館

テーマ（仮）
：ハプティックデバイスとそれを支える技術
内

容：１３：００～

全体会議

１３：３０～

講演会

講演会終了後

懇親会

○２０２０年６月［定例会］≪計画担当：大岩

孝彰 氏≫

日

程：６月２６日（第４金曜）

場

所：東京理科大学（神楽坂）森戸記念館

テーマ：未定
内 容：１３：００～

メカニズムと制御小委員会

１４：００～ 講演会
講演会終了後

懇親会

◎春秋大会
・２０２０年３月春季大会 OS 参加
日

程：２０２０年

３月１７日(火)～１９日(木)

場

所：東京農工大学

・２０２０年９月秋季大会

小金井キャンパス
OS 参加

日

程：２０２０年

９月

１日(火)～

場

所：アクロス福岡（予定）

３日(木)

９月度運営委員会議事録は次回の事務局だより（１２９号）に掲載いたします。
以

８

上

