設計革新セミナーの開催のご案内
第 438 回（2012
012 年 9 月度）
月度）例会
<東京 EAC 第 438 回、関西 EAC 第 441 回、中国 EAC 第 248 会>
主催：
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、標記のセミナーについては、下記要領にて東京 EAC、関西 EAC、中国 EAC の合同開催と
致しますので、ご多用のことと存じますがご出席下さいますよう、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、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 9 月 3 日(月)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
開催曜日と
開催曜日と開催時間が
開催時間が

記

1. 日 時 ： 2012
2012 年 9 月 14 日（金）12:30 ～ 17:15

通常と
通常と異なりますので
ご注意下さい
注意下さい。
さい。

2. 開催場所 ：株式会社イシダ
株式会社イシダ 滋賀工場 テクノビル８
テクノビル８階ホール
〒520-3026滋賀県栗東市下鈎959番地の１
（地図詳細別紙）
（TEL）(077)553-4141(代)
3. 開催担当 : シャープ株式会社 健康・環境システム事業本部 IT推進室
川崎 敬二 様
Tel：06-6796-2715 Fax：06-6796-3940
4. プログラム
(1) 各ＥＡＣ会長挨拶
（12:30 ～ 12:45）
(2) 発表１（関西ＥＡＣ）
（発表者）ダイキン工業株式会社
本山 薫 様
（テーマ）「グローバル IT インフラの構築」
（12:45 ～ 13:35）
（発表概要）
日本中心で実施している開発を海外でも実施できる開発体制を進めています。
グローバル開発体制を構築するためのITインフラ部分にスポットを当て、狙い
や取組内容について説明を行います。
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(3) 発表２（東京ＥＡＣ）
（発表者）ヤマハ発動機 技術本部 技術基盤統括部 技術電算部 CAD/PDMグループ
グループリーダ 大上智之 様
（テーマ）「ヤマハ発動機の CAD データ管理の現状と課題」
（13:35 ～ 14:25）
（発表概要）

ヤマハ発動機では、自動車業界で唯一、独自 CAD(ESPRi)を主要 CAD として採用
しています。現在、製品開発の QDC 向上を目的とした 3D データのさらなる活用を
視野にいれ、次世代バージョン(ESPRi-Ⅱ)への切替を進めています。同時に、
より早期の段階からの CAD データ管理・活用にも取り組んでいます。これらの
取組みの現状と課題を紹介します。

(4) 発表３（中国ＥＡＣ）
（発表者）三菱農機株式会社 事業本部 開発管理グループ
中島 吉一 様
（テーマ）「３Ｄプリンタ活用による開発期間短縮と試作費削減」 （14:25 ～ 15:15）
（発表概要）
製品開発の構想設計から３Ｄ設計を実践していますが、やはり試作による
確認が不可欠な部分があります。 特にデザインは、新規検討や変更確認の
ため従来は試作品を数回製作していたため期間と費用面で問題がありました。
そこで、部品形状確認の早期化や費用削減を図るため３Ｄプリンターを
導入し活用していますので、導入初期の課題から定着化と効果を生み出す
までの取り組みについて発表します。
(5) 休憩
（15:15 ～ 15:30）
(6) 工場見学
（15:30 ～ 17:00）
(見学概要)
自動計量システム（組合せ計量機）、自動計量・計数システム、自動包装機
等組み立てラインを見学していただきます。
(7) 事務局からの諸連絡
（17:00 ～ 17:15）
(8) 移動（懇親会参加者）
（17:15 ～ 18:30）
京都駅 18:30 集合。移動は JR 栗東発 1738,1753 JR 京都駅まで所要約 30 分。
(9) ３ＥＡＣ合同懇親会
（18:30 ～ 21:30）
5. イベント案内

十二季家 歓 京都店 京都アバンティー地下 050-5513-9208ＪＲ京都駅徒歩 3 分
翌 9/15（土）に下記親睦イベントを計画しました。
参加希望される方は合わせてご連絡ください。
行 先；サントリー山崎蒸留所（京都駅から 30 分程度）
内 容；山崎蒸留所ガイドツアー参加（無料/試飲あり）
時 間；京都駅 9:00 集合 10:00～11:00 見学 12:00 京都駅解散

以上
９月度担当幹事 ： ヤマハ発動機㈱ 高島 久

TEL:0538-32-1172 FAX:0538-36-213
E-mail: takashimah@yamaha-motor.co.jp
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2012
2012 年 9 月度 TEAC 設計革新セミナー
設計革新セミナー申込書
セミナー申込書

可能でしたら e-mail でのご返信だとありがたく思います。
東京設計管理研究会 9月度担当幹事 高島 久 宛
FAX: 0538-3636-2131
E-mail: takashimah@yamaha-motor.co.jp

2012
2012 年 9 月度 TEAC 設計革新セミナーに
設計革新セミナーに：
セミナーに：
出席します
出席します
欠席します
欠席します
[ 懇親会(
懇親会(有料)
有料)：参加する
参加する

参加しない
参加しない ]

[ 9/15 親睦イベント
親睦イベント：
イベント：参加する
参加する

会社名：
出席者名：

・各会員（1 社あたり）\3,000 の補助を支払います。
・宿泊される方は各位にてご手配ください。
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参加しない
参加しない ]

〔案内図
案内図〕
案内図

ＪＲ京都駅より（約２５分）ＪＲ東海道本線 栗原駅下車 徒歩１０～２０分
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