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ご興味をお持ちの方なら､どなたでもご参加いただけます

2018 年度

地 域活 動報 告
＆
ＰＭ研究会報告
開催： 2018 年
会場：

7 月 6 日(金) 13：00～16：30（受付 12：40～）

名古屋国際会議場（レセプションホール）
地下鉄「日比野」または「西高蔵」徒歩 5 分

※お申し込みは裏面を参照ください

参加無料

13:00-13:10

2017 年度 ＪＩＰＭ中部地域活動報告

13:10-13:45

『ＴＰＭマネジメント研究会』の活動報告（発表 30 分･質疑応答 5 分）

13:45-14:20

『電気保全研究会』の活動報告（発表 30 分･質疑応答 5 分）

Ａチーム： 設備保全活動の基本の徹底」
Ｂチーム： 設備保全における IoT 化への取り組み」

2017 活動方針 ”活動内容を自社に持ち帰り展開しよう！”

・電気事故事例、電気診断、法対応などの共通課題の情報交換および研修活動
・電気設備の保全および管理方法の改善
・電気保全者への教育・技術
・省エネによるコスト低減

14:20-14:55

『設備保全研究会』の活動報告

14:55-15:55

『からくり改善機構研究会』の活動報告（発表 50 分･質疑応答 10 分）

（発表 30 分･質疑応答 5 分）

管理チーム： 故障ロス低減を追求した管理方法の構築
機械チーム： 空圧ソレノイドバルブの故障低減
電気チーム： 盤内環境技術の現状と対策
基本機構分科会

① Ａチーム「ハッピーターンズ」： ワークの回転･反転機構を学ぶ
② Ｂチーム「アングラ」： 重量物持ち上げ機構の研究
③ Ｃチーム「アイドリンク」： リンクを使っての搬送
④ Ｄチーム「ストッパーDX」： からくり 1 個切り出し

応用研究・マネジメント分科会

①チーム変換ズ「ベテラン頭脳を見える化する研究（若手でもベテランの仕事ができるように）」
②ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究ﾁｰﾑ「からくり知識・技能の教育方法及びしくみ研究（初級教育の実地検証と中級教育の内容研究）」

16:05-16:30

研究会メンバーと参加者の交流会

公益社団法人日本プラントメンテナンス協会中部地域では、ＰＭ促進のための共同研究および企業間の情報交換･交流を図る目的で、４つの研究会を開催
しています。本交流会は、ＪＩＰＭ中部地域の活動報告のほか、研究会による成果発表をご聴講いただける地域のみなさんとの情報交流の場としてご好
評いただいています。ご興味をお持ちの方ならどなたでもご参加いただけます。ご参加をお待ちしています。

公益社団法人

日本プラントメンテナンス協会(JIPM)
普及推進部 中部事務所

450-0002 名古屋市中村区名駅 4-23-13 名古屋大同生命ビル 3 階
TEL052-561-5634 FAX052-581-7811
E-mail：jipmchuubu@jipm.or.jp

http://www.jipm.or.jp/business/progress/meeting.html
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JIPM 中部地域 研究会のご紹介
ＴＰＭマネジメント研究会

電気保全研究会

■活動概要
・TPM、設備管理、保全活動に関する課題研究と工場見学
・保全活動の”あるべき姿”の研究と具体策の提言

■活動概要
・会員による情報交換会（故障事例、診断技術、省エネ
活動、技能伝承等）
・小グループ単位による活動（省エネ、保全技術、教育等）
・魅力ある工場見学・メーカー技術研修

■参加対象
・設備管理部門、生産部門の管理者（課長級以上）
・PM 推進担当者
・PM に関心のある経営者

■参加対象
保全、設備管理技術の向上に関心のある電気保全管理
者・スタッフ・担当
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ 2017 度 参加企業（敬称略）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・
・・・
■ 2017 度 参加企業（敬称略）
愛知製鋼（幹事）, イビデン（主査）,愛三工業, アイシン精機,
大同特殊鋼, 大豊工業, 東海理化, 豊田自動織機,ナブテスコ,
日本ガイシ, ＵＡＣＪ

アイシン精機（幹事）日本ガイシ（主査）愛三工業, アイシン AW,
愛知製鋼,MMC ﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ, カイインダストリーズ,JSR エンジニアリング,
新日鐵住金, 大同特殊鋼,大豊工業, 中部ティーイーケー, 東海理化,
トヨタ自動車, 豊田自動織機, ナブテスコ,日本ガイシ, 富士通

設備保全研究会

からくり改善機構研究会

■活動概要
・研究テーマに関するメーカとの交流会、セミナー参画
・研究テーマに関するメーカ/企業工場見学
・JIPM 他地域交流会での活動紹介(報告)と情報交換
・メンバーが抱える悩みサポート（メンバー各社活動の相互研鑽）
■参加対象・
ＪＩＰＭ中部事務所が管轄する中部地域を中心とした機械工業企業
全般の設備保全及び管理部門の管理者、実務者及びスタッフ等
（年度計画に沿った参加が可能であること）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ 2017 年度 参加企業（敬称略）

■活動概要
・各企業における“からくり改善”への取組み見学・意見交換
・“からくり機構”のメカニズム解明・機構整理
・小グループによるテーマに沿ったからくり改善の具現化、情報共有
■参加対象

生産技術・製造・保全部門の実務者、管理監督者、スタッフ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ 2017 度 参加企業（敬称略）
アイシン AW（幹事）アイシン精機（主査）ジェイテクト（主査）トヨタ車体（主査）
アイシン機工, アイシン精機, 愛知製鋼,岡山村田製作所, 三五,
サンデン・オートモーティブクライメイトシステム, サンデンホールディングス, サンデンリテールシステム,
敷島製パン, ジヤトコ, 住友理工, 大同特殊鋼, 大豊工業,デンソー, 東海理化,
豊田合成, トヨタ自動車, 豊田自動織機, トヨタ紡織, ナブテスコ, 日東工業, 日東電工,
日本臓器製薬, 日立金属, プラマック, 古河電気工業,ボルグワーナー・モールスシステムズ・ジャパン,
本田技研工業,三菱電機, 村田製作所

大同特殊鋼（幹事） 豊田自動織機（主査）アイシン機工,
アイシン精機, 愛知製鋼, カイインダストリーズ, ＫＹＢ,
敷島製パン,新日化カーボン,大豊工業,デンソー, 東海理化,
ナブテスコ, 日東工業, 浜名湖電装, ホシザキ,
ボルグワーナー・モールスシステムズ・ジャパン,

開 催： 2018 年 7 月 6 日(金) 13：00～16：30 （受付 12：40～）
会 場： 名古屋国際会議場 レセプションホール （名古屋市熱田区熱田西町１－１） ◎地下鉄「日比野」または「西高蔵」徒歩 5 分
定 員： 200 名 ※定員になり次第締め切らせていただきます
参加料： 無 料
持ち物： 受付票、名刺１枚 ◎開催２週間前より、受付票を送付します
お問合せ： TEL052-561-5634 E-mail：jipmchuubu@jipm.or.jp
(日本プラントメンテナンス協会中部事務所)

中部地域交流会

申込書（FAX 048-470-2702） 2018 年 7 月 6 日(金)

MA6205

会社・事業場名：
所在地：〒
申込責任者名：
E-mail：
参 加 者 氏 名

所属・役職名：
TEL

（

）

FAX

（

）

所属・役職名

【通信欄】

■個人情報に関する取り扱いについて： ご記入いただいた個人情報は、当会保有データとして管理させていただきます。また、後日、当会より事業・サービス・セミナー等のご案内を送付させていただく場合がご
ざいます。 当会は、ご提供いただいた個人情報を当会のプライバシーポリシーに則って安全対策を施し適切に管理いたします。当会のプライバシーポリシー、個人情報の開示・訂正・削除等の詳細に つきまして
は、当会ホームページ（http://www.jipm.or.jp/）をご覧ください。

