
10：30～10：45
ご挨拶 
DMG森精機株式会社　常務執行役員　森本 浩通

10：45～11：45
ゲストセミナー ★  
三菱重工航空エンジン株式会社 
「航空エンジンの動向と加工事業参入機会」 

11：45～12：30 DMG MORIセミナー ★  
「航空機産業向け最新ソリューション」 

12：30～13：15 昼食

13：15～13：45 パートナーセミナー ★  
「5軸加工に適したクーラントとは」

13：45～14：15 パートナーセミナー ★  
「アダプティブ・マシニングによる高効率加工、高効率補正」

14：30～16：00 加工デモンストレーションの見学

16：05～16：45 ゲストセミナー ★  
「グローバル航空機産業の現状」 

17：00～18：00 懇親会

エアロスペースフォーラム 事前登録サイトのご案内

日時： 2018年7月27日（金） 10：30～18：00 
会場：  DMG森精機株式会社  伊賀事業所

エアロスペースフォーラムへのご来場には「事前登録」をお願いします。
DMG森精機ホームページの「お客様の来訪事前登録フォーム」（https://www.dmgmori.co.jp/sp/seminar/）にて、
7月24日（火）までにご登録をお願い申し上げます。なお、先着150名様で募集を締め切らせていただきますので、
お早めにご応募をお願いします。 ※名古屋からの無料送迎バスをご利用される場合は必ずご登録ください。（裏面参照）

エアロスペースフォーラム

スケジュール

WWW.DMGMORI.CO.JP

7月27日
（金）

DMG MORIでは、7月27日（金）に弊社の伊賀事業所にて 
「第2回 エアロスペースフォーラム」を開催いたします。

航空機産業に特化した技術や専門知識を、 
最新鋭の工作機械によるデモ加工を交えてご紹介するほか、 
弊社の専門スタッフや外部講師による技術セミナーも開催いたします。

ぜひ皆様お誘い合わせの上、 
ご来場賜りますよう心よりお待ち申し上げております。

★   外部講師をお迎えし、最新技術のセミナーを開催

航空機業界では中・小型機の発注が急増し、航空
エンジンの需要も急増しています。
この需要増に対するエンジンメーカーの対応と部品
加工サプライヤーの参入機会・条件について、重工
エンジンメーカーのトップからご講演いただきます。

ASK（エアロ・サプライチェーン・コーディネーティング）
代表の川合勝義氏は、川崎重工業株式会社で30年の
経験と実績を持つ航空機部品のスペシャリストです。
今回のフォーラムでは、グローバル航空機産業の
現状についてご講演いただきます。

★    DMG MORI セミナー

「 航空機産業向け最新ソリューション」 「 航空エンジンの動向と加工事業参入機会」

「 グローバル航空機産業の現状」

時間：11：45～12：30
講師： DMG森精機株式会社 

Head of Aerospace Excellence Center　Mr. Michael Kirbach

★   パートナーセミナー

航空機部品に多用される難削材加工に
対するソリューションとして、5軸加工機を
用いた、高精度加工、難削材加工向け
クーラントについてご講演いただきます。

計測・スキャン、アダプティブ技術、
加工システム統合などソフトウェア 
ソリューションに特化したBCT Gmbh様
よりアダプティブ・マシニングによる
高効率加工、高効率補正をご講演
いただきます。

時間： 13：15～13：45

講師： ブラザー・スイスルーブ・ 
ジャパン株式会社  
インダストリアルパートナーシップ　
マネージャー　阿部 宰顕 氏

時間： 10：45～11：45
講師： 三菱重工航空エンジン株式会社 

取締役社長　島内 克幸 氏

時間： 16：05～16：45
講師： ASK 

代表　川合 勝義 氏

時間： 13：45～14：15

講師： BCT GmbH  
Mr. Gregor Viefhaus 氏

「 5軸加工に適した 
クーラントとは」

「 アダプティブ・マシニングによる
高効率加工、高効率補正」

ゲスト
  セミナー！



180727-AEROSPACE-A4-JA01V

DMG森精機株式会社 
伊賀事業所（三重県伊賀市御代201）

※名阪国道 御代ICより約2分

交通のご案内

無料送迎バスのご案内

デモ加工機種

集合場所
JR名古屋駅 中央コンコース内  銀の時計前
＜集合時間 8：30＞
集合場所にて、弊社の担当者がお待ちしております。

運行時間
  8：40  名古屋駅出発 →  10：10  伊賀事業所到着
18：15  伊賀事業所出発 →  19：45  名古屋駅到着
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集合場所
中央コンコース内
銀の時計前

バスは時間になりましたら発車いたしますので、余裕を持って集合場所へお越しください。
●  交通事情により到着時間が変わることがありますので、あらかじめご了承ください。

ご来場のお客様に、名古屋駅からの無料送迎バスをご用意しています。
※Webにて事前登録が必要となります（https://www.dmgmori.co.jp/sp/seminar/）
ご登録をいただかないとご乗車できませんので、必ず事前にご登録手続きをお願い申し上げます。

締切期限：7月24日（火）

運行日： 2018年7月27日（金）

名古屋駅 → 伊賀事業所（車で約1時間20分）
豊田東 IC → 伊賀事業所（車で約1時間30分）
新大阪駅 → 伊賀事業所（車で約1時間40分）
松原JCT → 伊賀事業所（車で約1時間10分）
関西国際空港 → 伊賀事業所（車で約1時間50分）
奈良事業所 → 伊賀事業所（車で約1時間）

伊賀事業所のご案内
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プリマハム

あけぼの学園高校あけぼの学園高校

 5軸加工機
DMU 85 FD monoBLOCK
DMC 80 FD duoBLOCK
DMC 100 U duoBLOCK

 複合加工機
NTX 2000 | 1500

 横形マシニングセンタ
NHX 6300 2nd Generation

 レーザ加工機
LASERTEC 30 SLM

LASERTEC 30 SLMNTX 2000 | 1500DMC 80 FD duoBLOCK


