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設計革新セミナー開催のご案内
第４１１回（2009 年５月度）例会
主催：東京設計管理研究会

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は、当研究会に対しまして、格別のご支援を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、標記のセミナーを下記要領にて開催いたしますので、ご多用のことと存じますが、ご出席
くださいますよう、ご案内申し上げます。
なお、セミナーへの出欠の確認をさせていただきますので、出欠につきましては，別紙「セミナ
ー参加申込書」にご記入の上、ＦＡＸ又は電子メールにて４月９日(木)必着で、担当幹事までご連
絡のほどお願いいたします。
敬具
記
１． 日

時 ： ２００９年 ５月 １５日（金）１３：００ ～ １６：５０

２． 開催場所

：

ヤマハモーターパワープロダクツ(株) 東工場
＝(略して以下YMPCと表します)
〒436－0084 静岡県掛川市逆川200－１

３．プログラム
①

会長挨拶

（１３：００～１３：１０）

②

（１３：１０～１３：１５）

③

開催場所提供会社挨拶
YMPC 大橋取締役
YMPC 会社紹介のビデオ

④

YMPC

南工場と北工場

（１３：１５～１３：２５）

工場見学

（１３：２５～１４：４５）

休憩

（１４：４５～１５：００）

⑤

発表１：
（テーマ）技術情報共有のグローバル対応

（発表者）ヤマハ発動機(株)

設計管理グループ 高島

(１５：００～１５：５０)

久(タカシマ

ヒサシ)様

（発表概要）
ヤマハ発動機及び関連会社を含めた開発・製造の拠点は、日本のみならず海外
にも広く存在している。これまでに、設計部品表を中心とした技術情報の一元
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化によるコンカレントエンジニアリングの推進(1999年3月第319回例会にて
発表)そして海外開発拠点の技術情報をも取り込んだグローバルなデータベー
ス構築によるPDMの強化(2005年5月第375回例会にて発表)を図ってきた。
しかしながらこの類の業務は単にシステムを開発し拠点へ設置すれば完了
というものではなく、各拠点に対するハード、ソフト導入、運用指導教育ま
でを一貫して実施することにより初めて効力が発揮される。
今回はこの取り組みで重要となっているハードの選択、ソフトの共通化、
教育プログラムの標準化及び運用状況の監査についての活動を紹介すると共に、
今後の計画について発表する。
休憩
⑥

（１５：５０～１６：００）

発表２：

（１６：００～１６：５０）

(テーマ) 『コンカレント開発を支える開発ＢＯＭ構想』
(発表者) ダイキン工業(株)ビジネスフロー革新部 浜田 恒彰(はまだ つねあき)様
(発表概要)
‘９７年よりエンジニアリングＢＯＭの構築を行い、出図を中心としたＢＯＭ登録
機能、生産システムとの連携をつくりこんできた。ただ、昨今の厳しいコストダウ
ン、開発期間の短縮にともない、開発上流段階から連部門が協業してコスト・仕様
を早期につくりこんでいく必要があり、そこでのコンカレント活動を支えるＢＯＭ
機能が望まれている。
本発表ではこれまでのエンジニアリングＢＯＭ構築の経緯を紹介しながら、
今後、構築していく開発ＢＯＭの構想の紹介を行う。

※

セミナー後、有志参加による懇親会(有料)を予定しておりますので、ご都合がつきます方はご
参加ください。（セミナーの休憩時間に参加希望者を確認させていただきます。）

※ 翌 16 日(土)

４．

５月度

イベントを予定しておりますので最末ページ参照&ご参加ください。

担当幹事：

ヤマハ発動機(株) MC(事) 設計管理グループ 小林 学 、野口 哲
住所：〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500
TEL: 0538-32-1172
090-5866-8809(小林)
E-mail:kobayashimana@yamaha-motor.co.jp

強力なアライアンスの誕生！
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2009 年５月度

東京 EAC 設計革新セミナー/懇談会/Hotel/イベント申込書

東京設計管理研究会 ５月度担当幹事
ヤマハ発動機(株) MC(事) 設計管理グループ

小林

学

住所：〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500
TEL: 0538-32-1172
090-5866-8809(小林)
E-mail:kobayashimana@yamaha-motor.co.jp

、

野口

哲

090-5879-2352(野口)
↓を○で囲んで下さい

①

５月度

②

設計革新セミナー(５/１５)に

出席する

欠席する

懇親会(18：30～)に

出席する

欠席する

③

5 月１５日(金) の宿泊 Hotel を幹事に依頼する。

依頼する

依頼しない

④

５月１６日(土) のイベントに参加する。

参加する

参加しない

会社名：
出席者名：

〈交通手段〉
東京１０：０３→ひかり４６７→１１：０６静岡１１：２７→こだま６４５→１１：４１掛川
東京１０：２６→こだま５４７→１２：１２掛川
東京１１：０３→ひかり３６９→１２：０６静岡１２：２７→こだま５４９→１２：４１掛川
新大阪１０：２６→ひかり３６８→１２：０７浜松１２：１９→こだま５４８→１２：３０掛川
＊ 当日１２：４５より掛川駅北口よりヤマハ通勤バス 1 台を運行しますのでご利用下さい。
ただし定員は４０名で定員或いは定刻になり次第発車します。
＊掛川北口へは新幹線降車後,南口を出ないで地下連絡通路を通りJR在来線側へ向かいます。
＊ TAXI では掛川駅より YMPC 掛川東工場まで約 10 分です。

駅前拡大図

YAMAHAバス停車場

YMPC掛川北工場

YMPC掛川東工場
北口（在来線側）

交番

YMPC掛川南工場

連絡路を移動

南口（新幹線側）
南口から出ない事

強力なアライアンスの誕生！
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ＳＬに乗って奥大井の秘境を散策しよう！
主催：東京設計管理研究会
（広報部会）
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は、当研究会に対し格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、広報部会では毎年、会員皆様方の懇親を深めるためのイベントを実施しておりますが、
今回は関西ＥＡＣの皆さんと合同にて下記イベントを開催するこになりました。
開催月の５月になりますと山の木々の芽吹きも始まり、新緑の美しい季節となりますが、今回は
大自然の宝庫である奥大井沿いをＳＬに乗って散策する企画としました。
大井川沿いを上流に向かって走ると寸又峡温泉がありますが、昼食はこの温泉宿を利用して、
露天風呂と郷土料理をたっぷりと楽しんで頂きます。
是非、会員の皆様もご参加頂きますようご案内申し上げます。 敬具
記
1. 主催日 ： 2009 年 5 月 15 日（金）・16 日（土）１泊２日
2. コース概要：下記による。
【5/15(金)】 2009 年/ 5 月度 ｾﾐﾅｰ終了後 掛川駅近くのホテルに宿泊（詳細別途）
その後、合同懇親会（18:30-21:00）
【5/16(土）】ホテル(8:30 発) –掛川駅(8:54 発)-<東海道線>-金谷駅( 09:08 着)/
金谷駅(09:16 発)-<大井川鉄道(気動車)>-千頭駅（10:31 着)/
千頭駅（10:35 発）-<路線ﾊﾞｽ>-寸又峡温泉（11:20 着）(温泉・昼食；2.5h)
寸又峡温泉（13:50 発）-<路線ﾊﾞｽ>-奥泉駅（14:20 着）/奥泉駅（14:35 発）<南ｱﾙﾌﾟｽあぷとﾗｲﾝ（ﾄﾛｯｺ電車）>-千頭駅（15:04 着）/千頭駅発（15:23 発）<大井川鉄道（SL 列車）>-金谷駅（16:46 着）-その後、現地解散
3.会 費 ； 18,000 円/人（１泊２食；16 日の朝食/昼食・懇親会・交通費含む）
懇親会時の飲食費も含む
4.参加申し込み；５月度例会の参加申し込みと合わせて、幹事（ﾔﾏﾊ；小林・野口）まで
申し込み下さい。
5.会費徴収；２分割での徴収となりますのでご注意願います。
４月度例会時： ５,０００円（JTB 支払い分のみ）
５月度例会時：１３,０００円
ともにｲﾍﾞﾝﾄ幹事(会友；福間殿)までお納め下さい。
＊東京ＥＡＣ研修会会費として領収書を発行致します。
東京ＥＡＣ 広報部会 ｲﾍﾞﾝﾄ担当幹事 ：(会友) 福間 健節
㈱IPA 西山 洋一
以 上
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