
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素はイゲタロイ、スミボロン、スミダイヤ製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて2020年度 切削工具のセミナーを下記スケジュールにて開催いたします。
この機会に皆様のご参加をお待ちしております。 敬具

2020年2月吉日
住友電気工業株式会社

ハードメタル事業部
住友電工ハードメタル株式会社

記

2020年度 切削加工定例セミナーのご案内
九州ツールエンジニアリングセンター

九州住電精密株式会社内 九州ツールエンジニアリングセンター
〒849-2102   佐賀県杵島郡大町町大字福母２３７４ 担当：蒲地（ｶﾓﾁ）
■連絡先（お問合せ先）：092-481-8131(九州営業所)     担当：前田・田代
■交通 お車でご来場の際は、北門を入ってすぐ左手の駐車場をご利用下さい。

ＪＲ肥前山口駅下車 ﾀｸｼｰ約10分（およそ1,800円）
■宿泊場所（2日間コース）※予約は弊社にて行い、基礎コースは宿泊を原則といたします。
武雄セントラルホテル（武雄市内）を予定
費用(暫定) 5,800円/人（1泊朝食付き）チェックイン時に各自でお支払ください。

■会場案内

■開催スケジュール

コース 日数 日程 募集人数
加工入門コース １ Ａ 4/24(金) 12名

加工基礎コース
2 Ｂ 5/21(木)～22(金) 12名

2 Ｃ 6/11(木)～12(金) 12名

http://www.sumitool.com/aboutus/tool-engineering-center/form/

■注意事項

お申し込み FAX、E-mail又は担当営業から受付確認ご連絡
(お申し込み後1週間以内)

正式ご案内
(開講日約3週間前) 受講当日

WebのQRコード

受講までの流れ

お申込み方法

添付の申込用紙に必要事項をご記入の上、FAXでご送付ください。
下記のWebからも申込用紙をダウンロードでき、E-mailで送付が出来ます。

1. 受講人数に限りがありますので１社あたり３名様までとします。
2. 各コース最少催行人数は5名といたします。
3. 全コース事前登録制、参加無料となっています（昼食付）。登録のない場合は受講をご遠慮いただきます。
4. 先着順に受付し定員に達した時点、または開催日の3週間前を申し込みの締め切りとします。
5. 北海道(Hi-TEC),東北(My-TEC),東海(T-TEC),九州(K-TEC)の研修では、工場見学を実施します。
6. 『加工基礎コース』を受講される方は、原則ご宿泊で、懇親会へのご参加をお願いしております。
7. 台風や地震など自然災害が発生した場合や、諸事情により、弊社判断で中止する場合がございます。
8. お車でご来場は、北門を入ってすぐ左手の駐車場をご利用下さい。
9. 服装は自由ですが、製作所規定により安全の為、半ズボン、サンダル履き等はご遠慮ください。

2020年2月20日から受け付け開始

http://www.sumitool.com/aboutus/tool-engineering-center/form/


2020年度 切削加工定例セミナー申込書
九州ツールエンジニアリングセンター

受付NO.                 にて 月 日上記内容を承りました
受付担当印

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ

お申込のコースは既に定員に達している為、お受付することが出来ませんでした。ご了承願います。

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ

お申込みFAX送信票 FAX No. 092-481-8466
http://www.sumitool.com/aboutus/tool-engineering-center/form/

お申込み日： 年 月 日

以下、弊社返信用

※本紙１枚につき１コース/お一人様分をご記入ください。

お申込み
コース名

□入門 □基礎 □ターニング □ミリング □ドリル
□加工改善(ターニング) □加工改善(ミリング/ドリル)

ご希望日 月 日 ～ 月 日
□どの日程でも可 ※早いお日にちをご案内

職種 □顧客様 □商社様(直需)

□問屋／販売店様(流通)

交通手段 □車 □車(同乗)

□ＪＲ＋タクシー
前泊有無

(遠方からお越しの方)

□有 □無
□予約希望 □予約不要

受講者
貴社名・ご所属/役職

貴社名 ご所属/役職

受講者
お名前

フリガナ □男性
□女性

受講者
ご年齢

切削加工
経験年数

作業服サイズ(男女共用) □Ｓ□Ｍ □Ｌ□ＬＬ□ＥＬ □４Ｌ 宿泊先の喫煙 □禁煙□喫煙 ※2日コースは必須

受講者貴社
ご住所

〒 -
受講者
ご連絡先

TEL

FAX

E-mail

ご購入先商社 弊社営業担当

申込書返信先
貴社名・ご所属

貴社名 □同上 ご所属 □同上

申込書返信先
お名前

フリガナ

□同上
申込書返信先
ご連絡先

TEL □同上

FAX □同上

E-mail □同上

アルファベット

(備考)
(注意) お申し込み内容に不備があった場合は受付致しかねますので、 弊社からご連絡差し上げる

箇所を修正いただき、再度お申込書を送付願います。

住友電気工業株式会社ハードメタル事業部
K-TEC切削セミナー 事務局

(受付QRコード) 

2020年2月吉日
住友電気工業株式会社

ハードメタル事業部
住友電工ハードメタル株式会社

住友電気工業株式会社ハードメタル事業部
K-TEC切削セミナー 事務局

2020年2月20日から受け付け開始

切削加工において、ご相談事がおありでしたら、該当するものにチェック、及び必要事項をご記入ください。
弊社担当営業からご連絡いたします。
◎被削材 ：
□鋼 □ステンレス鋼 □鋳鉄 □耐熱合金 □高硬度材 □アルミニウム合金 □超硬 □CFRP □その他（ ）
◎加工部品：
□自動車部品 □建機/農機 □航空機部品 □半導体 □小物部品 □金型 □光学部品 □その他（ ）
◎使用設備：
□旋盤 □マシニングセンタ □複合旋盤 □その他（ ）
◎使用工具：

◎改善したい内容：
□加工時間 □切りくず処理 □加工面粗さ □工具寿命 □加工精度 □その他（ ）
その他切削条件など（周速、送り、クーラント有無、加工深さなど）

（必須 ）
（必須 ）
（必須 ）

型番
メーカ

工具材種

http://www.sumitool.com/aboutus/tool-engineering-center/form/


記

2020年度全地区スケジュールと内容（ご参考）
事前登録制/参加無料

所在地
【北海道】⇒ 北海道 北海道住電精密(株)内
【東北】 ⇒ 福島県 東北住電精密(株)内
【横浜】 ⇒ 神奈川県 住友電気工業(株) 横浜製作所内
【東海】 ⇒ 三重県 東海住電精密(株)内
【伊丹】 ⇒ 兵庫県 住友電気工業(株) 伊丹製作所内
【九州】 ⇒ 佐賀県 九州住電精密(株)内

※スケジュールは変更となる場合がございます。予めご了承ください

コース名 内容
※場所により若干異なります 各地区開催スケジュール 難易度☆

対象レベル
実機での実演
旋盤 M/C

加工入門
コース

（1日間）

9:30~16:00（目安）
- 切削工具の種類
- 総合カタログの引き方

[北海道] :A4/14(火), B6/19(金),C9/17(木),D11/20(金)

[東北] :A5/15(金)

[横浜] :A5/22(金)

[東海] :A4/17(金)

[伊丹] :A6/5(金)

[九州] :A4/24(金)

☆
新入社員
又は

営業事務の方

○ ○

加工基礎
コース

（2日間）
※1泊2日

1日目 (終了後懇親会あり) 
9:45~17:30（目安）
- 切削加工入門
- 旋削加工の基礎

2日目
9:00~16:45（目安）
- 転削加工の基礎
- フライス加工入門
- エンドミル・ドリル加工入門

[北海道] :E4/23(木)～24(金),F7/14(火)～15(水),G10/13(火)～14(水)

[東北] :B4/16(木)～17(金),C6/11(木)～12(金),D9/17(木)～

18(金),E10/15(木)～16(金)

[横浜] :B4/23(木)～24(金),C6/25(木)～26(金),D8/27(木)～

28(金),E10/22(木)～23(金),F12/17(木)～18(金),G‘21/2/18(木)～19(金)

[東海] :B4/23(木)～24(金),C5/21(木)～22(金),D6/24(水)～25(木), 

E9/10(木)～11(金),F ‘21/2/17(水)～18(木) ,G ‘21/3/11(木)～12(金)

[伊丹] :B5/21(木)～22(金),C7/9(木)～10(金),D8/20(木)～21(金), 
E9/24(木)～25(金),F11/5(木)～6(金),G ‘21/2/4(木)～5(金)

[九州] : B5/21(木)～22(金),C6/11(木)～12(金)

☆☆
切削基礎全般
を学びたい方

○ ○

ターニング
コース

（1日間）

9:30~17:30（目安）
-旋削加工の基礎
-トラブルシューティング
-溝入れ・ネジきり加工のポイント

[東北] : F7/10(金)

[横浜] : H7/3(金)

[東海] : H5/29(金),I9/18(金)

[伊丹] : H4/17(金),I ‘21/1/15(金)

☆☆☆
切削実務経験
2年以上の方

○

ミリング
コース

（1日間）

9:30~17:30（目安）
-ミリング工具の基礎
ｰトラブルシューティング
ｰ住友カッタの使い分け

[東北] : G10/9(金)

[横浜] : I9/25(金)

[東海] : J6/10(水),K10/8(木)

[伊丹] : J6/24(水),K ‘21/3/5(金)

☆☆☆
切削実務経験
2年以上の方

○

ドリル
コース

（1日間）

10:00~16:30（目安）
- ドリル各部名称とその作用
- 穴あけ加工の選定基準
- 穴精度に関して
- 穴あけトラブルシュート 他

[東海] : L10/21(水)

[伊丹] : L9/9(水)

☆☆☆
切削実務経験
2年以上の方

○

CBN
コース

(1日間)

10:00~16:30（目安）
- CBN工具の特徴
- 超硬工具との使い分け
- トラブルシューティング 他

[東海] : M10/6(火)

[伊丹] : M12/18(金)

☆☆☆
切削実務経験
2年以上の方

○ ○

アルミ加工
コース

（1日間）

10:00~16:30（目安）
- ダイヤ工具の特徴
- アルミ加工について
- トラブルシューティング 他

[東海] : N9/25(金)

[伊丹] : N10/14(水)

☆☆☆
切削実務経験
2年以上の方

○ ○

加工改善
(ターニング)
コース

（1日間）

9:30~17:30（目安）
- 旋削加工の改善ポイント
- 改善コンテスト
鋼ワーク加工における切りくず、
バリ、面粗さ等の改善
(チーム討議形式)

[横浜] : J11/27(金)

[東海] : O7/9(木)

[伊丹] : O11/25(水)

☆☆☆
切削実務経験
2年以上の方

○

加工改善
(ミリング
/ドリル)
コース

（1日間）

9:30~17:00（目安）
- 転削加工の改善ポイント
- 改善コンテスト
鋼ワーク加工における切りくず、バ
リ、 面粗さ等の改善
(チーム討議形式)

[横浜] : K ’21/1/22(金)
[東海] : P11/6(金)
[伊丹] : P7/29(水)

☆☆☆
切削実務経験
2年以上の方

○

★他地区への申込みやその他質問事項は
住友電気工業株式会社 ハードメタル事業部
K-TEC切削セミナー事務局 担当：田代

092-481-8131
まで、お問い合わせください。
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