****************************************************************************
★☆★☆★ メルマガ 素形材（第３７０号）★☆★☆★【発行日：2022 年 1 月 14 日】
****************************************************************************
◆◇ 本号の目次 ◇◆
Ａ．素形材センター事業トピックス【☆●●●】
Ａ-1．オンライン素形材技術研修講座
「アルミニウムダイカストの生産技術」のご案内
New★
Ａ-2．オンライン新素形材産業動向研究会 のご案内
New★
「業界トップレベルのアルミ溶解保持炉省エネへの挑戦」
Ａ-3．オンライン素形材技術セミナー
「カーボンニュートラルに向けたアルミニウム合金鋳造技術の取り組み」のご案内
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 1 月号（Vol.63,No.1）予告
Ｂ-2．
「素形材年鑑」(令和 2 年版) 刊行のご案内

New★

Ｃ．素形材業界関連－募集・トピックス－【●●☆●】
Ｃ-1．第 12 回 Additive Manufacturing (AM)シンポジウム
New★
【東京大学生産技術研究所 付加製造科学研究室】
Ｃ-2．日本金属プレス工業協会「パイプ材のプレス加工・基礎講座」2022
New★
【一般社団法人日本塑性加工学会 チュープフォーミング分科会】
【一般社団法人日本金属プレス工業協会】
New★
Ｃ-3．2021 年度 第 4 回熱処理技術セミナー－熱処理応用講座－
テーマ：析出物を用いた金属材料の高機能化と最新技術
～析出物メタラジーの最前線―析出物で材料をどこまで高機能化できるか～
【一般社団法人日本熱処理技術協会】
Ｃ-4．第 11 回バルブフォト五七五コンテスト 【一般社団法人日本バルブ工業会】
Ｃ-5．IoT 研究部会シンポジウム「鋳造分野における IoT と AI の現状と活用事例」
【一般社団法人日本鋳造工学会 IoT 研究部会】
Ｃ-6．
「関西発のイノベーション創出フォーラム
―2021 年度第 3 回フォーラムのご案内―（1/24 開催）
【大阪科学技術センター】
Ｃ-7．粉末冶金国際会議（欧州）の論文募集について
【日本粉末冶金工業会】
Ｄ．素形材産業政策関連－トピックス・募集等－【●●●☆】
Ｄ-1．統計
New★
Ｄ-2．セーフティネット保証５号の対象業種について
【中企庁】New★
Ｄ-3．海外サプライチェーン多元化等支援事業（補助金）について 【JETRO】New★
Ｄ-4．新型コロナウイルス感染症関連支援策について
【経産省】New★
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Ａ．素形材センター事業トピックス【☆●●●】
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Ａ-1．オンライン素形材技術研修講座
「アルミニウムダイカストの生産技術」のご案内
New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

オンライン素形材技術研修講座 「アルミニウムダイカストの生産技術」を開催いた
します。この機会を是非ともご利用頂きまして、多数の方々のご参加をお待ちいたし
ております。
■日 時
令和 4 年 3 月 11 日(金)、17 日(木)、24 日(木) 3 日間
オンライン研修講座（Cisco Webex Meetings を使用）
■プログラム
コーディネーター (一社)日本ダイカスト協会 渡邉 一彦 氏
令和 4 年 3 月 11 日(金)
・ダイカスト用合金の特性と最近の動向
日軽エムシーアルミ(株) 北岡山治 氏
・溶解および手元炉における溶湯品質と管理
日軽エムシーアルミ(株) 北岡山治 氏
・ダイカストマシンと周辺機器
芝浦機械(株) 相田 悟 氏
令和 4 年 3 月 17 日(木)
・製品設計と鋳造方案
(株)ナノキャスト 菊池政男 氏
・ダイカストの CAE 技術
(株)日立産業制御ソリューションズ 谷本雅俊 氏
・ダイカスト金型の故障とその対策
日原技術士事務所 日原政彦 氏
令和 4 年 3 月 24 日(木)
・ダイカスト欠陥と不良対策技術
ものつくり大学 西 直美 氏
・最近の高品質ダイカスト技術と薄肉化技術
ものつくり大学 西 直美 氏
・ダイカストの品質管理
元日立金属(株) 影山 望 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/946/202201121450444368.docx
【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．オンライン新素形材産業動向研究会
New★
「業界トップレベルのアルミ溶解保持炉省エネへの挑戦」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
当センターでは、当センター会員の皆様に、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 6 回研究会を下記の通り開催し
ます。皆様のご参加をお待ちしています。

■日 時： 令和 4 年 1 月 28 日 （金） 13：00～14：30
オンライン研修講座（Cisco Webex Meetings を使用）
■テーマ： 「業界トップレベルのアルミ溶解保持炉省エネへの挑戦」
■講 師： 株式会社デンソー エレクトリック機器製造部 安城製作所
部品生産技術室 酒向 茂 氏
【問合せ・申込み先】
一般財団法人 素形材センター 企画部
e-mail: kikaku@sokeizai.or.jp、nakano@sokeizai.or.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ａ-3． オンライン素形材技術セミナー
「カーボンニュートラルに向けたアルミニウム合金鋳造技術の取り組み」のご案内
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
世界的にカーボンニュートラルが叫ばれ、国内においても CO2 排出量の削減は喫緊
の課題となってきています。鋳造業界ではその工程の中で多くのエネルギーを必要と
するため，CO2 排出量の削減は非常に難しいものがあり、いろいろな面から取り組ん
でいく必要があります。溶解エネルギーの削減や効率化だけでなく、材料のリサイク
ルによる CO2 削減などの間接的な方策まで積極的に取り組んでいく必要があります。
そこで，鋳造技術に期待される方向性について、下記プログラムによるセミナーを企
画しました。ご多忙中とは存じますが、多数ご参加くださいますよう、ご案内申し上
げます。
■日 時 令和 4 年 2 月 4 日(金) 9：30～16：30
オンラインセミナー（Cisco Webex Meetings を使用）
■プログラム
コーディネーター （公社）日本鋳造工学会 神戸 洋史 氏
１．カーボンニュートラルと鋳造技術
（公社）日本鋳造工学会 神戸 洋史 氏
２．省エネ型アルミ溶解炉による環境負荷低減への取組み
日本ルツボ(株) 益田 昌人 氏
３．ダイカストマシンにおける環境負荷低減技術のご紹介
芝浦機械(株) 豊島 俊昭 氏
４．セミソリッド鋳造法による不純物元素の無害化
日産自動車(株) 林 憲司 氏
５．縦型高速双ロール鋳造法による鋳造材の展伸材への適用
東京工業大学 熊井 真次 氏
６．鋳造部門のカーボンニュートラル活動 ～総合力による CO2 原単位改善～
今井 郁夫 氏
日産自動車(株)栃木工場 久米 洋道 氏
７．総合質疑
司会 （公社）日本鋳造工学会 神戸 洋史 氏

講師全員出席予定
■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/pages/27/#block371-169
【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
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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 1 月号（Vol.63,No.1）予告
New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【主な掲載内容】
◆特集「わが社の素形材技術最前線」
◇鋳造 ◇ダイカスト ◇鍛造 ◇プレス加工 ◇粉末冶金 ◇金型・型製作
◇工業炉 ◇AM(付加製造) ◇その他 計 22 テーマ
◆政策 TREND
令和３年度補正予算（事業再構築補助金及びものづくり補助金の変更点）について
◆TOPICS
2021 年度産業技術推進会議 ナノテクノロジー・材料部会 素形材分科会報告
◆特別講義
プレス加工のトライボロジー(その 2)－環境問題への対応が今後の最重要課題－
◆シリーズ「イノベーションを創出する素形材産学連携」
近畿大学次世代基盤技術研究所と工学部における素形材分野の産官学連携の取組み
■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．
「素形材年鑑」(令和 2 年版) 刊行のご案内
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「素形材年鑑」
（令和 2 年版）を 11 月末に刊行いたしました。
この年鑑は、素形材に関する統計をできるだけ広範囲に集め、簡単な解説をつけたも
ので、国内統計・海外統計・参考統計により構成されています。
国内統計では、令和 2 年の日本の産業動向概況等に加え、日本の素形材産業及び素形
材関連産業の概況と業種別現況として、主に令和 2 年までの品目別生産量・生産額と
生産構成比等について、時系列変化を一覧化した資料を収録しています。
海外統計では、
海外の素形材各分野の業種別の動向についての統計を収録しています。
是非ともご活用下さいますよう、皆様のご利用をお待ちしております。
■装丁：A4 判 243 頁
■定価：\12,650(消費税・送料込)

※素形材センターの賛助会員（特別賛助会員・一般賛助会員）は 50%割引、
協賛会員は 10%割引でご購入いただけます。
■お申込み、詳細については下記にご連絡ください。
【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
https://www.sokeizai.or.jp/pages/31/#block383-665
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Ｃ．素形材業界関連－募集・トピックス－【●●☆●】
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｃ-1．第 12 回 Additive Manufacturing (AM)シンポジウム
New★
【東京大学生産技術研究所 付加製造科学研究室】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2012 年頃から始まった 3D プリンターブームから 9 年が経過し、AM 技術は本当に使え
るのか？といった議論が、そこここで聞かれるようになっております。そこで今回の
AM シンポジウムは AM 技術を最終製品とくに樹脂部品の製品を加工する工作機械と考
え、様々な角度から議論をしたいと思います。海外からのゲストはシェフィールド大
学の元教授で、H P やストラタシスの粉末床溶融結合式造形装置の基礎技術の発明者
である Neil Hopkinson 氏にご講演をいただきます。
新型コロナ感染症拡大防止のため，シンポジウムはオンラインで行います．お気軽に
ご参加ください。
◆日 時：2022 年 1 月 21 日(金) 10:00～17:00
◆会 場：Web シンポジウム形式
◆参加費：無料（但し、後日アンケートのお願いがござます。
また、参加者確認め事前登録制となります）
◆定 員：300 名
◆申込締切：2022 年 1 月 19 日（水）17:00 必着
◆シンポジウム詳細：下記 URL をご覧ください。
http://lams.iis.u-tokyo.ac.jp/am_symposium2022.html
◆申込方法：下記 URL の「シンポジウム申し込みフォーム」からお申し込み下さい。
https://forms.gle/7ZquUxaRWekKcnmH8
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｃ-2．日本金属プレス工業協会「パイプ材のプレス加工・基礎講座」2022
New★
【一般社団法人日本塑性加工学会 チュープフォーミング分科会】
【一般社団法人日本金属プレス工業協会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
本講座では、プレス加工の基礎と共通するパイプ材のプレス加工技術について十分
な時間を取って丁寧に分かりやすく解説します。講師が執筆した著書等を教材とし
て、基礎編と実際編の 2 回に分けて開催します。
いずれも受講者は基本的に実務経験が 3 年程度あり、パイプ加工を少し理論的に勉
強し、加工技術の知識の幅を広げたいと考えている技術者を対象とします。特に実際
編では、加工事例だけでなくパイプ材から加工するメリットについて、工法転換によ
る VA 事例も紹介いたします。

◆日 時： 【基礎編】2022 年 2 月 1 日（火）
・2 月 2 日（水）／10：00～17：00
【実際編】2022 年 3 月 1 日（火）
・3 月 2 日（水）／10：00～17：00
◆会 場：オンライン開催方式(Zoom の Web 会議システムで実施)
◆定 員：30 名
◆詳細・申込方法：下記 URL からお申し込み下さい。
http://www.nikkin.or.jp/news/202112_202202-online-presspipe-1.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｃ-3．2021 年度 第 4 回熱処理技術セミナー－熱処理応用講座－
New★
テーマ：析出物を用いた金属材料の高機能化と最新技術
～析出物メタラジーの最前線―析出物で材料をどこまで高機能化できるか～
【一般社団法人日本熱処理技術協会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
本セミナーでは，金属材料の強化に重要な役割を果たす析出物を主題として取り上
げました。金属材料の強化・高機能化を実現するには，析出物の制御技術と高度な分
析技術が必要となります。本セミナーでは，この分野で日々精力的に取り組んでいる
各講師をお招き致しました。本セミナーにて最新の析出物制御技術や適用例，分析技
術を学ぶことで，熱処理・材料開発にお役立ていただけるものと考えております。ま
た，本セミナーは企業における研究開発人材の育成に最適なプログラムになってお
り，貴社の社員教育にもご活用いただければ幸甚に存じます。多数の参加を期待して
おります。
◆日 時：2022 年 3 月 24 日（木）
，25 日（金）
◆会 場：オンライン参加（Zoom Webinar）定員 80 名
対面参加（製粉会館 5F 第 2・3 会議室）先着 20 名
◆申込締切：2022 年 3 月 11 日（金）
◆詳 細：下記 URL をご覧下さい。
https://jsht.or.jp/wp-content/uploads/2021/12/2021_4seminar_a.pdf
◆申込方法：下記 URL からお申し込み下さい。
https://forms.office.com/r/58fdGg6myK
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｃ-4．第 11 回バルブフォト五七五コンテスト 【一般社団法人日本バルブ工業会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
バルブがいかに広く世の中で使われているかを皆さまに知っていただきたく、このコ
ンテストを開催いたします。バルブと私たちの暮し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ます。
◆賞の種類：最優秀作品賞 1 名 賞金 12 万円
広報委員長賞 1 名 賞金 3 万円
優秀作品賞
3 名 賞金各 3 万円
入選
5 名 賞金各 1 万円
◆応募締切：2022 年 1 月 31 日(月)
◆応募方法：下記 URL よりご応募ください。
https://j-valve.or.jp/valvephoto575/
◆お問合せ：工業会へお問い合わせください
info@j-valve.or.jp 、または TEL：03-3434-1811
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Ｃ-5．IoT 研究部会シンポジウム「鋳造分野における IoT と AI の現状と活用事例」
【一般社団法人日本鋳造工学会 IoT 研究部会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆日 時：2022 年 2 月 22 日(火) 10:00～17:00
◆会 場：オンライン(Zoom ミーティング)
◆参加費：無料
◆定 員：200 名
◆申込方法：下記 URL の「シンポジウム申し込みフォーム」からお申し込み下さい。
https://jfs.or.jp/news/iot-symposium2022/
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｃ-6．
「関西発のイノベーション創出フォーラム」
―2021 年度第 3 回フォーラムのご案内―（1/24 開催）
【大阪科学技術センター】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
このたび、当センターでは、
「関西発のイノベーション創出フォーラム」の今年度
第 3 回フォーラムを開催いたしますので、ご案内いたします。
第４次産業革命など社会の激変のなか、企業単独では優位性を保ちにくいことを踏
まえ、関西発の独自技術を持つ中小企業と大企業等が新しいアプローチで協業・イノ
ベーションにつなげます。
◆日 時：2022 年 1 月 24 日(月) 13:30～17:30
◆場 所：大阪科学技術センター 4 階 401
（アクセス URL: http://www.ostec.or.jp/access.html ）
◆プログラム：
【１】技術発表
１．
「グリーンナノファイバー：CNF による CO2 ゼロミッションへの挑戦」
２．
「3D 光造形法による高精細セラミックス造形技術」と｢3D 特有の構造体の応
用」
【２】発表技術の価値や利用可能性等について議論
１． グループでのディスカッション
２． 全体ディスカッション
【３】名刺交換会 17:30～18:00
◆参加申込方法：以下の URL の案内の参加申込書にご記入の上、
FAX または電子メールにてお送りください。
http://www.ostec.or.jp/ostec_wp/pdf/gishin/forum/2021-03-annai.pdf
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｃ-7．粉末冶金国際会議（欧州）の論文募集について
【日本粉末冶金工業会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
粉末冶金国際会議は、2 年に一度開催されますが次回はフランスで開催されます。
EPMA（European Powder Metallurgy Association）主催で以下の通り計画されています。
添付資料に論文募集などの日程が記載されていますので、ご参照のうえ、ご参加の
検討をお願いいたします。アブストラクトの締め切りは、2022 年 1 月 19 日です。
◆会期：2022 年 10 月 9 日～13 日
◆場所：フランス・リヨン
◆登録：EPMA の HP よりお申込みください
EPMA https://www.epma.com/

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●製造工業生産・出荷・在庫指数速報（１１月分）
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
●経済産業省生産動態統計速報（１１月分）
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.html
●製造工業生産予測指数（１２月調査）
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/yosoku/result-1.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｄ-2．セーフティネット保証５号の対象業種について
【中企庁】New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生いて
いる中小事業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額
とは別枠で８０％保証を行うという「セーフティネット保証５号」が実施されており
ます。
この度、中小企業庁から令和４年１月１日～３月３１日までの間の対象となる指定
業種が公表されました。いくつかの素形材産業なども指定されておりますので、必要
に応じてご確認・ご活用もご検討下さい。
■詳細は以下をご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/211228_5gou.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｄ-3．海外サプライチェーン多元化等支援事業（補助金）について 【JETRO】New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、我が国のサプライチェーンの脆弱性が顕
在化したことから、特にアジア地域における生産拠点の多元化等によってサプライチ
ェーンを強靭化し、日ＡＳＥＡＮ経済産業協力関係を強化するために、ジェトロでは
海外サプライチェーン多元化等支援事業を実施しております。
令和４年１月下旬には第五回公募（設備導入補助型：中小企業補助率 2/3 以内）が
開始（予定）されるとのことですので、ご関心のある方々は公募開始連絡先の登録も
可能とのことですので是非ともご検討下さい。
■詳細は以下をご覧ください
https://www.jetro.go.jp/services/supplychain/info-5.html
■公募開始連絡の事前登録
https://www.jetro.go.jp/form5/pub/bda/sc-2021announcement
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｄ-4．新型コロナウイルス感染症関連支援策について
【経産省】New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は急拡大しており、新たなフェーズに入
ったようです。一時期は落ち着いてはいたものの、引き続き多くの事業者の皆様が多
大な影響を受けるのではないかと懸念されております。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の方々に対する、経営相談、資金

繰り、給付金、設備投資・販路開拓、経営環境の整備から税・社会保険・公共料金対
応まで幅広く支援策を網羅した経済産業省のパンフレットが１月１１日付けで最新版
に更新されております。
支援策の全体像を俯瞰するに大変に役に立つものと思われますので、是非とも参考
にして下さい。
■詳細は以下をご覧ください
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?0111
****************************************************************************
■「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から
https://sokeizai.or.jp/mailmag/index.html
■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
gyoumu@sokeizai.or.jp
■メルマガ 素形材は、今回で第３７０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・ご連絡ください。
****************************************************************************
■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。

