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Ｃ．素形材業界関連－募集・トピックス－【●●☆●】
Ｃ-1. 第 347 回塑性加工シンポジウム＜Web 開催＞
New★
「高強度材料の成形と高精度成形」
【一般社団法人日本塑性加工学会】
Ｃ-2.2022 年度 第 1 回講演会 ～中小企業における DX～（8/9 開催）
New★
【大阪科学技術センター 中堅・中小企業技術振興委員会】
Ｃ-3. 第 12 回バルブフォト五七五コンテスト作品募集
【一般社団法人日本バルブ工業会】
Ｄ．素形材産業政策関連－トピックス・募集等－【●●●☆】
Ｄ-1．統計
【経産省】New★
Ｄ-2．中堅中小向け「DX 推進の手引き」地域別説明会について
Ｄ-3．車載用半導体サプライチェーン検討 WG 中間報告「自動車サプライチェーンの
強靭化に向けた取組」の概要
【経産省】New★
Ｄ-4．実証事業版 JAFTAS 機能紹介セミナー
New★
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Ａ-1．オンライン素形材技術研修講座「銅合金鋳物の生産技術」のご案内
New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■日時 10 月 14 日(金)、21 日(金)、27 日(木) 3 日間（Cisco Webex を使用）
10 月 14 日(金)
・銅合金鋳物の諸特性概論(状態図解説を含む)
ものつくり大学 岡根利光 氏
・銅合金鋳物の鋳造欠陥とその対策
(株)明石合銅 明石隆史 氏
10 月 21 日(金)

・生型鋳造とその特徴
大丸工業(株) 廣山剛果 氏
・自硬性鋳型とその特徴
群栄化学工業(株) 永井康弘 氏
・鋳造方案の考え方と凝固シミュレーション
丸三工業(株) 丸 直樹 氏
10 月 27 日(木)
・銅合金の溶解技術
元古河電気工業(株) 大瀧光弘 氏
・銅合金鋳物の品質管理と検査
元 埼玉県産業技術総合センター 永井 寛 氏
■詳しい内容やお申込みは、こちらをご覧ください。
https://www.sokeizai.or.jp/files/libs/1140/202207281349408283.pdf
【問合せ先】
一般財団法人 素形材センター 企画部
e-mail:kensyu@sokeizai.or.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ａ-2．オンライン素形材技術研修講座「鋳鋼の生産技術」のご案内
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■日時 8 月 31 日(水)、9 月 7 日(水)、14 日(水) 3 日間（Cisco Webex を使用）
令和 4 年 7 月末に発刊される新版「鋳鋼の生産技術」を教本として使用します。
8 月 31 日(水)
・炭素鋼鋳鋼の材質特性、鋳鋼の溶解及び精錬技術
(株)I2C 技研 糸藤春喜 氏
・低合金鋼鋳鋼の材質特性、製造技術及び製品用途
山田鋳物師事務所 山田恒二 氏
・耐食鋼鋳鋼の材質特性、製造技術及び製品用途
(株)大同キャスティングス 長尾貴文 氏
9 月 7 日(水)
・耐摩耗鋼鋳鋼の材質特性、製造技術及び製品用途
秋田大学 麻生節夫 氏
・鋳鋼品の鋳造方案の基礎と鋳型概論
元(株)神戸製鋼所 久保晴義 氏
・鋳鋼品製造におけるデジタル技術の活用
(株)木村鋳造所 菅野利猛 氏
9 月 14 日(水)
・耐熱鋼鋳鋼の材質特性、製造技術及び製品用途
(株)クボタ 富田雅之 氏
・鋳鋼品の鋳造方案演習
(株)川口金属工業 松浦雅博 氏
・鋳鋼品の後工程と品質管理

小林技術士事務所 小林良紀 氏
■詳しい内容やお申込みは、こちらをご覧ください。
https://www.sokeizai.or.jp/files/libs/1079/202207061352167317.pdf
【問合せ先】
一般財団法人 素形材センター 企画部
e-mail:kensyu@sokeizai.or.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ａ-3．オンライン素形材技術研修講座「軽合金鋳物の生産技術」のご案内
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■日時
9 月 2 日(金)、9 日(金)、16 日(金) 3 日間（Cisco Webex を使用）
9 月 2 日(金)
・鋳造用アルミニウム合金の特性と動向 ・溶解および溶湯処理
日軽エムシーアルミ(株) 堀川 宏 氏
9 月 9 日(金)
・各種砂型鋳造法と適用事例 ・金型鋳造法と適用事例
森田技術士事務所 森田茂隆 氏
9 月 16 日(金)
・鋳造合金の凝固・鋳造性 ・アルミニウム合金の熱処理、塑性加工による品質向上
日軽エムシーアルミ(株) 北岡山治 氏
・鋳物製造の工法選択と品質管理
日産自動車(株) 林 憲司 氏
■詳しい内容やお申込みは、こちらをご覧ください。
https://www.sokeizai.or.jp/files/libs/1040/202206061044522402.pdf
【問合せ先】
一般財団法人 素形材センター 企画部
e-mail:kensyu@sokeizai.or.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ａ-4．オンライン新素形材産業動向研究会
New★
「自動車の電動化に係る動向と政策について」のご案内
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
当センターでは、賛助会員の皆様に、情報提供と意見交換の場として「新素形材産
業動向研究会」を立ち上げております。今年度第 2 回研究会を、下記の通り開催しま
す。今回は、素形材経営セミナーとの共催として、多くの皆様にご参加いただきたく、
広くご案内申し上げます。ご希望の方は、9/6（火）までに、会社名・参加者氏名・TEL・
メールアドレスを記入の上、下記アドレスまで、お申込み下さい。
（＊素形材センター会員の方は参加費無料です。その他の方はお問い合わせください。
通信容量等の関係で、お申込み多数の場合は、お断りする場合がございます。予め
ご了承ください。
）

【開催概要】

◆日 時：
◆場 所：
◆テーマ：
◆講 師：

令和 4 年 9 月 8 日(木) 13:30～15:00
WEB（オンライン形式）による開催
「自動車の電動化に係る動向と政策について」
経済産業省 製造産業局 自動車課 課長補佐 大崎 友和氏

【お申込み・問合せ先】
一般財団法人 素形材センター 企画部 研究会事務局 (担当：中野、佐藤)
e-mail: kikaku@sokeizai.or.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ａ-5．
「第６０回素形材産業優良従業員表彰」【締切：８月３１日】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
素形材センターでは、
「第６０回素形材産業優良従業員表彰」の募集を６月１日から開
始いたしました。
毎年１１月を素形材月間とし、素形材産業の重要性を広く社会にご理解いただき、且
つ、素形材産業に携わられる素形材企業の皆様の日頃の功績を称えるとともに平素の
労苦に報いるため、素形材月間事業の一環として素形材産業優良従業員表彰事業を実
施しております。
本年も、令和４年１１月４日(金)の素形材月間記念式典におきまして、経済産業省や
業界の幹部も参列して表彰式を実施する予定でおります。
●素形材産業優良従業員表彰
本賞は、技術、技能または事務処理が優秀な方で、品質・生産性向上などに貢献、あ
るいは勤続年数２０年以上を精勤して他の模範となっている方を表彰するものです。
●募集締切：令和４年８月３１日(水)
詳細は以下をご確認ください。
https://www.sokeizai.or.jp/pages/46/#block165-172
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ａ-6．月刊誌「素形材」2023 年 1 月号特集掲載原稿募集のご案内
--- 掲載は無料です --- 【応募締切：10 月 28 日】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今年度も月刊誌「素形材」令和 4 年１月号に特集「わが社の素形材技術最前線」を企
画しました。
本特集では、自社で開発（他機関との共同も含む）あるいは実用化された素形材技術
や素形材製品をご紹介いただけます。貴技術や製品を需要業界および素形材関連業界、
さらには広範囲な研究者・技術者に広く知っていただき、連携を図り、貴社事業の強
化・拡大に繋がるきっかけになればと考えております。
◆掲載の仕様は１テーマ・１ページ（図表、写真含む）で、
１社３テーマまで掲載できます。
◆また本特集の掲載を経由して、次年度の素形材産業技術賞へのご応募も可能です。
素形材センターが応募書類の作成をお手伝いします。
【応募締切】
令和 4 年 10 月 28 日
【応募方法】
応募方法の詳細・応募用紙などは、下記をご覧ください。
https://www.sokeizai.or.jp/pages/30/detail=1/b_id=482/r_id=200#block482-200

【お問合せ・原稿提出先】
一般財団法人素形材センター 業務部 E-mail：gyoumu@sokeizai.or.jp
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Ｂ．素形材センター出版物情報【●☆●●】
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｂ-1．月刊誌「素形材」令和 4 年 7 月号（Vol.63,No.7）
New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【主な掲載内容】
◆特集 ダイカスト産業におけるカーボンニュートラルへの取り組み
◇カーボンニュートラルの状況とダイカスト技術への期待
◇アルミニウム合金ダイカストにおける LCA（ライフサイクルアセスメント）の切口
◇ダイカスト用アルミニウム合金の取り組み
◇省エネ型アルミ溶解炉 Hybrid Freedom の紹介
－保持室ヒータ式酸化物抑制炉の開発－
◇ダイカストマシンの省エネルギー化
◇ダイカスト産業におけるカーボンニュートラルの取り組み
－特殊鋼製造における取り組み－
◆特別講義
◇軽量化と安全を追求する自動車車体におけるハイテンの役割
－材料開発と成形技術の動向－
■バックナンバーも含め、下記よりお申込みいただけます。
https://www.sokeizai.or.jp/pages/30/
【申込み・問合せ先】
一般財団法人 素形材センター 業務部
e-mail:gyoumu@sokeizai.or.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｂ-2．
「新版 鋳鋼の生産技術」(令和 4 年 7 月発行）
New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
鋳造技術シリーズ 4「鋳鋼の生産技術」は、平成9年に発行以来、現在も同分野の専
門書として、バイブル的に活用いただいています。一方、今日の鋳鋼の生産現場にお
いては、生産技術の向上に加えAI，IT/IoT 活用等による生産性の向上など、急激な変
化が進行中です。こうした状況等の変化も踏まえ、現状にマッチした内容で、より解
り易くコンパクトな「新版 鋳鋼生産技術」を発行することなりました。本書は月刊誌
「素形材」に令和元年9 月から計19 回にわたり掲載したものに一部加筆し、合本版
として1 冊にまとめたものです。多くの方にお役立ていただきたく、この機会に是非
ともご購入の検討をお願いします。
【目次】
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章

総論
炭素鋼鋳鋼の材質特性
低合金鋼鋳鋼の材質特性
溶解、精錬
鋳造方案および鋳型

第6章
第7章
第8章
第９章
第 10 章
第 11 章

型ばらし・鋳仕上げ・溶接補修
熱処理（炭素鋼鋳鋼・低合金鋼鋳鋼）
高合金鋼鋳鋼品の特性と製造法
試験,検査,鋳造欠陥対策および品質管理
鋳鋼生産の省力化、自動化およびデジタル技術の活用
作業環境、地球環境対策

【サイズ】 A4 版 276 頁
【価 格】 本体価格 5,000 円 (消費税込み 5,500 円)
※賛助会員（特別賛助会員・一般賛助会員）は 50%割引、
協賛会員は 10%割引で、ご購入頂けます。
【申込み・問合せ先】
一般財団法人 素形材センター 企画部
E-mail：kensyu@sokeizai.or.jp
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Ｃ．素形材業界関連－募集・トピックス－【●●☆●】
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｃ-1. 第 347 回塑性加工シンポジウム＜Web 開催＞
New★
「高強度材料の成形と高精度成形」
【一般社団法人日本塑性加工学会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
超ハイテンなどの高強度材料は、自動車の軽量化を達成する手法として注目されて
います。特に近年は、CO2 削減や、電動化等の環境問題を解決する手段として、超ハ
イテンを採用する動きも見られます。しかし、このような高強度材料は、スプリング
バックや、割れ、シワなど、成形が困難な課題もあります。このような課題をクリア
して高精度な成形を可能とするために、国内外において活発に研究開発が行われてい
ます。本シンポジウムでは、超ハイテンの成形と高精度化を実現する技術について、
ホットスタンプ成形はじめとする新成形法、成形金型、プレスシステム、シミュレー
ション技術、シミュレーション予測精度向上とその活用といった研究開発の動向、製
品化への動き、および、実用化に向けた課題等を紹介します。
◆日 時：2022 年 09 月 30 日（金） 10:00～16:30
◆会 場：Web 開催
◆定 員：80 名（定員になり次第締切ります。
）
◆参加費：正会員・賛助会員・協賛学会員個人会員 10,000 円
学生会員 5,000 円
一般（会員外学生は半額）15,000 円
◆申込締切：2022 年 9 月 21 日(水)
◆申込方法・詳細：下記 URL をご覧下さい。
https://www2.jstp.jp/event/event.php?mode=detail&id=1276
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｃ-2.2022 年度 第 1 回講演会 ～中小企業における DX～（8/9 開催）
New★
【大阪科学技術センター 中堅・中小企業技術振興委員会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
DX（デジタル・トランスフォーメーション）は中小企業の喫緊の課題となっていま
すが、
何からどう始めたらいいのか？自社に合った DX とはどういうものか？費用は？
効果 は？ と、最初の一歩が難しいとよく言われます。各社の実態に合った DX の推進
で、生産、受注の管理、設備の運転状況確認、迅速なトラブル対応等で仕事の効率・

クオリティの大幅アップ、人材育成にもつながり高付加価値企業へと成長を遂げる－
－そのための第一歩の一助としていただくための講演会を、今年度５回シリーズで開
催いたします。ぜひお気軽にご参加ください。
◆日 時：2022 年 8 月 8 日(火) 14 時 ～ 16 時 45 分（13 時 30 分より受付開始）
◆場 所：大阪科学技術センター7 階 701 号室 大阪市西区靭本町 1-8-4
http://www.ostec.or.jp/access.html
◆プログラム：
◇開会挨拶
大阪科学技術センター 中堅中小企業技術振興委員会
委員長 立石 豊（株式会社シンコーメタリコン 代表取締役）
◇ガイダンス 「DX 推進の進め方 変革の志とひとの育てかた」<14:10-14:40>
辻野 一郎 氏（DX パワー 代表／関西文化学術研究都市推進機構
コーディネーター）
◇DX 事例発表
1. 「IoT 導入で社員と描く町工場の未来 ～IoT はじめの第一歩から社員と
進める DX 活動～」 <14:45-15:45>
上田製袋株式会社 代表取締役 上田 克彦 氏
2. 「コロナ禍でのピンチをチャンスに変えた DX への取組み」<15:45-16:45>
ハードロック工業株式会社 代表取締役社長 若林 雅彦 氏
◆定 員：60 名
◆参加費：2,000 円／回／人（非賛助会員 5,000 円／回／人）
※参加費は当日、
受付にてお支払いください。
領収書をお渡しいたします。
※お釣銭のないようご協力をお願いいたします。
◆お申込み： 氏名・所属・役職をお知らせください。
e-mail：ostec-ttk@ostec. or.jp
◆詳細は以下をご覧ください。
http://www.ostec.or.jp/ostec_wp/pdf/dx/2022_1th_DX.pdf
◆本件担当者：
大阪科学技術センター 技術振興部 東、中山、森山
TEL：06-6443-5320 ／ FAX：06-6443-5319
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Ｃ-3. 第 12 回バルブフォト五七五コンテスト作品募集
【一般社団法人日本バルブ工業会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
バルブは、水道の蛇口から宇宙ロケットのエンジンにいたるまで、さまざまな場所
で使われています。私たちの暮らしや産業とバルブのつながりを、写真と川柳で表現
してください。ユーモアあふれる作品、芸術的な作品、ほのぼのできる作品、切れ味
鋭い作品をお待ちしております。
◆応募受付期間：2022 年 6 月 1 日(水)～2023 年 1 月 31 日(火)
◆応募方法・作品提出先：
日本バルブ工業会ホームページのフォームからご応募いただけます。または、
ホームページから応募用紙をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、写真
（または JPEG 形式の写真データを収めたメディア）を同封して、下記宛ご送
付ください。
〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 510

一般社団法人日本バルブ工業会 バルブフォト五七五コンテスト係
◆応募資格：プロ・アマ問わずどなたでもご応募いただけます。
◆表彰および賞金：賞金総額 30 万円（選考後に各賞の名称と賞金を受賞者へ通知の
うえ公表いたします）
※入賞者にはバルブのイメージキャラクター「ばるちゃん」のグ
ッズ一式を贈呈します。
◆応募方法・詳細：下記 URL をご覧下さい。
https://j-valve.or.jp/valvephoto575/apply/
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Ｄ．素形材産業政策関連－トピックス・募集等－【●●●☆】
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Ｄ-1．統計
【経産省】New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〇製造工業生産能力・稼働率指数（５月分）
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
〇経済産業省生産動態統計確報（５月分）
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.html
〇鉄鋼需給動態統計調査（５月分）
https://www.meti.go.jp/statistics/sei/tekkouzyu/index.html
〇鉄鋼生産内訳月報（５月分）
https://www.meti.go.jp/statistics/sei/tekkousei/index.html
〇石油統計月報確報（５月分）
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sekiyuka/index.html
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Ｄ-2．中堅中小向け「DX 推進の手引き」地域別説明会について
【経産省】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
経済産業省では、DX の推進に取り組む中堅・中小企業等の経営者や、これらの企業
の支援に取り組む支援機関の参考となるよう、中堅・中小企業等が DX の推進に取り組
む際に求められること等について事例を交えて解説する「中堅・中小企業等向け『デ
ジタルガバナンス・コード』実践の手引き」を作成しており、公表されました。
この手引きは、デジタル技術を活用しながら課題解決を通じたビジネスモデルや組
織の変革に取り組む際の様々な事例や成功のポイント、企業価値向上に向けて実践す
べき事柄（デジタルガバナンスコード）を取りまとめたものです。
様々な企業の取組や事例を紹介しておりますので、皆様が DX を推進するにあたっ
て参考になると考えられますので是非ともご覧ください。
概要版（２ページ）
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dxchushoguidebook/tebikigaiyo.pdf
要約版（８ページ）
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dxchushoguidebook/tebiki-

yoyaku.pdf
本体（５７ページ）
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dxchushoguidebook/tebiki.
pdf
また、本手引きについての地域別説明会（参加無料、事前登録制）を開催すること
になりましたので、こちらも是非ご参加いただけますようご案内いたします。なお、
説明会は、全国９か所（各地方経済産業局）で実施。詳しくは HP をご覧ください。
■実施期間：令和４年６月２７日（月）～令和４年７月２９日（金）
■参加費：無料
■参加方法：事前登録制（
「現地参加」又は「後日配信視聴」から選択いただけます。
なお、
「現地参加」は事前登録の先着順になります。
「後日配信視聴」には人数制限は
ありません。
）
■登録はこちら
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/jyohogijyutsu/sme_dgc_guidance
■経済産業省ＨＰ
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx
chushoguidebook/contents.html
■開催日程（地域順）
・北海道経済産業局（現地参加：先着５０名）
日時：７月４日（月）１３：３０～１５：００
（登録期限：６月３０日（木）
【１８：００締切】）
・東北経済産業局（現地参加：先着３０名）
日時：７月１２日（火）１０：３０～１２：００
（登録期限：７月４日（月）【１８：００締切】
）
・関東経済産業局（現地参加：先着５０名）
日時：７月１１日（月）１３：３０～１５：００
（登録期限：７月４日（月）【１８：００締切】
）
・中部経済産業局（現地参加：先着４０名）
日時：７月２９日（金）１０：３０～１２：００
（登録期限：７月２２日（金）
【１８：００締切】）
・近畿経済産業局（現地参加：先着３０名）
日時：７月１４日（木）１３：３０～１５：００
（登録期限：７月４日（月）【１８：００締切】
）
・中国経済産業局（現地参加：先着５０名）
日時：６月２７日（月）１３：３０～１５：００
（登録期限：６月２３日（木）
【１８：００締切】）
・四国経済産業局（現地参加：先着３０名）
日時：７月２１日（木）１３：３０～１５：００
（登録期限：７月１５日（金）
【１８：００締切】）
・九州経済産業局（現地参加：先着４０名）
日時：７月２５日（月）１０：３０～１２：００
（登録期限：７月１５日（金）
【１８：００締切】）
・内閣府 沖縄総合事務局 経済産業部（現地参加：先着２０名）
日時：７月７日（木）１３：３０～１５：００
（登録期限：７月１日（金）【１８：００締切】
）
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Ｄ-3．
「サプライチェーン イノベーション大賞 ２０２２」受賞者決定
New★
【経産省】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
経済産業省は、
「サプライチェーン イノベーション大賞 ２０２２」の受賞者を決定
しました。
「サプライチェーン イノベーション大賞」とは、サプライチェーン全体の最適化に
向け、製・配・販各層の協力の下、優れた取組を行い、業界を牽引した企業に対して、
製・配・販連携協議会※がその功績を表彰するものです。
今回は、合計 7 件（共同提出含む）の応募があり、表彰選考委員会が審査した結果、
1 件の取組をサプライチェーン イノベーション大賞として、2 件の取組を優秀賞とし
て、これらの取組を表彰しました。
■詳細は以下をご覧ください
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/sci_2022.html
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Ｄ-4．実証事業版 JAFTAS 機能紹介セミナー
New★
＜素形材センター＞
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
東京共同会計事務所（JAFTAS）から、以下のセミナーの紹介がありました。
〇実証事業版 JAFTAS 機能紹介セミナー 第 2 弾
JAFTAS 機能紹介
～エクセルから卒業！ 原産資産の自動判定～
２０２２年８月４日（木）開催
ご関心のある場合には、以下のサイトからお申し込みをお願いいたします。
■詳細は以下をご覧ください
実証事業版 JAFTAS 機能紹介セミナー – JAFTAS 東京共同トレード・コンプライ
アンス
****************************************************************************
■「メルマガ素形材」は、基本、毎月２回程度で発行致します。
次回をお楽しみに！
■「素形材業界関連―募集・トピックス等」に掲載ご希望の方は、
「１.件名 ２.主催者名 ３.概要 ４.HP リンク先」
を記載の上、mail@sokeizai.or.jp までお送り下さい。
■登録内容の変更、
配信停止希望はこちら(お問い合わせフォーム)からご連絡下さい。
https://www.sokeizai.or.jp/pages/5/
■お問合わせ、ご意見、ご感想、また掲載内容のご要望はこちらからご連絡下さい。
gyoumu@sokeizai.or.jp
■メルマガ 素形材は、今回で第３８１号となります。メルマガ素形材は“利用しやす
い素形材情報”を目指して発信しています。より多くの方にご覧いただくことで内
容の充実を図りたいと思っています。
読者の皆様のご意見、ご感想はもちろんのこと、ご関係の方々を当センター事務局

にご紹介・ご連絡下さい。
****************************************************************************
■発行元：〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 3 階 301 号室
一般財団法人 素形材センター
TEL：03-3434-3907 FAX：03-3434-3698 http://sokeizai.or.jp/
****************************************************************************
※ドメイン変更による不着メールが多くなっております。ご所属機関のドメインが
変わられた際には必ずお知らせくださいますようお願い致します。

