ゴム製品を適切に設計するための

セミナーご案内 関連部署へご回覧願います

製品設計に役立つゴム材料の勘所と最適設計手法

◆ プ ロ グ ラ ム ◆
【講師】

◆日 時 ： 2016年10月5日 (水) 10：30～17：20
◆会 場 ： 連合会館 (旧総評会館）402号室

◆受講料： （消費税等込）
同一セミナー同時複数人数申込の場合

１名：48,600円
１名：43,200円

株式会社ワールドテック 講師 岡本 邦夫先生
愛知工科大学 非常勤講師

（東京・ＪＲお茶の水駅下車 徒歩約5分）

1. ゴム材料の概要

ゴム材料の基礎・特性，物性向上方法，不具合事例，設計上および
取扱い上の注意点，最適設計手法について解説する特別セミナー！
！
【講師の言葉】
多くの製品にはシール部品、ホースなどゴム特有の弾力性を活かした部品が使用されています。
ゴム材料はゴム特有の架橋操作や多くの添加剤を使用しているため、品質的に不安定で、ゴムの
選定や取扱いを誤ると劣化し、密封流体のもれなど重要品質問題を起こしがちな材料です。
本セミナーではゴム材料の基礎知識と各種ゴム材料の基本特性や成形法を学ぶとともに、ゴム材
料を用いた自動車部品等を題材に、設計上および取扱い上の注意点を知ることで、最適な設計手
法を学んでいただく。
【予備知識】特に予備知識は必要ありません。基礎から解説いたします
【習得知識】１）品質的問題を起こしやすいゴム材料について、その基礎から応用までを総括して学べます。
２）多くの不具合事例を知ることで、具体的な使用方法や設計・
取扱い上の留意点などを習得できます。
３）講師からの一方的な講義ではなく、受講者とやり取りしながら講義を進めるので、
理解度が深まります。
◆セミナーお申込要領
●申し込み方法
●申込先
・弊社ホームページの申込欄又は、FAXかＥ-mailにて
お申し込みください。
・折り返し、受講票、請求書、会場案内図をお送り致します。
・開催日の７日前以内のキャンセルは、お受け致しかねます
TH企画
ので、必要に応じ代理の方のご出席をお願いします。
〒108－００14 東 京 都 港 区 芝 5 - 30 - 1 - 210
・開催日の７日前以内のキャンセルの場合、受講料の全額を
ＴＥＬ：０３－6435－1138
申し受けます。
FAX：0 3 － 6 4 3 5 － 3 6 8 5
●お支払い方法

Ｅ－ｍａｉｌ：t h @ t h p l a n . c o m
受講料は原則として開催前日までにお支払い願います。
経理上、受講料のお支払いがセミナー開催後になる場合は、
詳細、その他のセミナーは、ホームページをご覧ください。
お支払日をお知らせ願います。
振り込み手数料は御社の御負担にてお願いします。
http://www.thplan.com
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