
近畿歯車懇話会第 780 回研究会ご案内 

 

日時：2022 年 6 月 15 日（水）14 時 00 時より 

場所：Web セミナー【ZOOM】 

株式会社オージック 

   〒578-0984 大阪府東大阪市菱江 1丁目 15 番 33 号 

   TEL 072-965-1011（代） 

次第：13：45～14：00 受付（接続準備） 

   14：00～14：20 開会の挨拶 / 会社概要の説明 

   14：20～15：20 講演 

    「e-Mobility 向け歯車の製造と騒音対策について」 

     講演者 日本クリンゲルンベルグ株式会社 北川 政広 

15：20～15：40 質疑応答、閉会の挨拶、散会の予定 

備考： 

（1） 同業者の方の聴講は御遠慮させて頂く場合がござます。ご了承願い

ます。 

（2） 聴講希望が多い場合は、同一会社様での参加人数を制限させていた

だくことがございます。 

（3） 原則、聴講に関しては受講申込者に限定し、１人１端末でご参加を

お願いします。 

（4） Web セミナーで講演される内容、情報の全てについて、講演企業に

帰属されるため録画、録音、得た情報の外部への公開は禁止させて

頂きます。 

（5） 問合せ先：営業本部 金城 郁美 ikumi-kinjyo@ogic.co.jp 

（6） 本研究会参加ご希望の会員は、Web セミナー事前登録をお願いしま

す。締め切りは 5月 27 日（金）までとさせていただきます。 

 

 事前登録フォームへ 

 

 



会   告 
 

近畿歯車懇話会 770 回研究会 記録 

 

日 時：令和 3 年 5 月 31 日（月）午後 1 時より 

場 所：IDEC ファクトリーソリューションズ株式会社【 WEB 研究会 】 

    〒577-0032 愛知県一宮市東島町 2 丁 目 8 番 地 

    ℡ (0586) 73-8300 

次 第：13:00～  受付、接続準備 

13:30～13:40 開会の挨拶 

13:40～13:50 会社案内 

13:50～14:40 製品紹介『協働ロボットの活躍』 

導入事例紹介 

ロボットシステム部営業グループ 田中 順― 様 

質疑応答 

14:40～14:50 会務報告、閉会の挨拶 

 

近畿歯車懇話会 771 回研究会 記録 

 

日 時：令和 3 年 7 月 7 日（水）午後 1 時 15 分より 

場 所：株式会社 東京精密 大阪営業所【 WEB 研究会 】 

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-18-27 

    ℡ (06)6821-0221 

次 第：13:00～  受付・接続準備 

13:15～13:25 開会の挨拶、会社案内 

13:25～14:15 講演『三次元測定機による最新の歯車測定について』 

株式会社東京精密 CMG アプリケーションエンジニア 上野 様 

計測センター 名古屋展示室 山本 様 

14:15～14:30 質疑応答 

14:30～14:40 会務報告、閉会挨拶、散会 

 

近畿歯車懇話会 772 回研究会 記録 

 

日 時：令和 3 年 7 月 26 日（月）午後 1 時 45 分より 

場 所：DOWA サーモテック株式会社 工業炉事業部【 WEB 研究会 】 

〒467-0854 愛知県名古屋市瑞穂区浮島町 19 番 1 号 

    ℡ (052) 693-0800 

次 第：13:30～  受付、接続準備 

13:40～13:55 開会の挨拶、会社案内 

13:55～14:55 講演『新型セル式真空浸炭炉について』 

    『強度組織制御窒化 DNT プロセスについて』 

DOWA サーモテック株式会社 技術管理部 武本 慎― 様 

14:55～15:10 質疑応答 

15:10～15:15 会務報告、閉会挨拶、散会 

 

近畿歯車懇話会 773 回研究会 記録 

 

日 時：令和 3 年 9 月 10 日（金）午後 1 時より 



場 所：リープヘル・ジャパン株式会社【 WEB 研究会 】 

    〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-7 3F 

次 第：12:45～  受付 ※接続準備 

13:00～13:10 開会の挨拶、会社案内 

13:10～13:40 開会の挨拶、会社案内 

13:40～14:20 講演 1『e-モビリティ：歯車創成研削の新たな挑戦』 

営業・アプリケーション 係長 永塚 拓己 様 

14:20～14:30 休憩 

14:30～15:10 講演 2『高精度歯車測定機 WGT シリーズのご紹介』 

営業・アプリケーション 中山 果南 様 

15:10～15:15 会務報告、閉会挨拶 

 

近畿歯車懇話会 774 回研究会 記録 

 

日 時：令和 3 年 9 月 22 日（水）午後 1 時より 

場 所：株式会社 唐津プレシジョン【 WEB 研究会 】 

〒847-0851 佐賀県唐津市二夕子 3 丁目 12 番 41 号 

次 第：12:45～  受付 ※接続準備 

13:00～13:05 開会挨拶 

13:05～13:55 講演『KARATS のギヤスカイビング盤とギヤスカイビング支援ソフト』 

  株式会社 唐津プレシジョン 技術部 スカイビング技術グループ グループ長 

工学博士 池野 一広 様 

13:55～14:05 質疑応答 

14:05～14:10 閉会挨拶 

 

近畿歯車懇話会 775 回研究会 記録 

 

日 時：令和 3 年 12 月 13 日（月）午後 1 時 30 分より 

場 所：大阪精密機械株式会社【 WEB 研究会 】 

〒577-0032 大阪府東大阪市御厨 6-5-16 

℡ (06) 6782-0646 

次 第：13:00～  受付 ※接続準備 

13:30～13:40 開会の挨拶 

13:40～14:00 大阪精密機械㈱会社紹介および製品紹介 営業部 課長 芝伸昭 

14:00～14:30 講演『最新歯車測定機“タイプ F”のリリース／多様化するニーズへの提案』 

技術部 松岡良太 

14:30～14:50 休憩 

14:50～15:40 講演『歯すじ偏差間の相互相関解析』 京都工芸繊維大学 射場教授 

15:40～15:50 会務報告，閉会の挨拶 

 

近畿歯車懇話会 776 回研究会 記録 

 

日 時：令和 3 年 12 月 17 日（金）午後 1 時 30 分より 

場 所：三菱マテリアル株式会社 明石製作所【 WEB 研究会 】 

〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ヶ崎西大池 179 番地 1 

℡ (078) 936-1551 

次 第：13:15～13:30 受付 ※接続準備 

13:30～13:45 開会の挨拶 、 明石製作所概要説明 紹介ビデオ 

明石製作所 精密工具製造部 森川 正宣 



13:45～14:30 講演Ⅰ『当社シェービングカッタ 加工解析手法と 3 D モデリングを用いた 

解析方法の紹介。最新 改善事例紹介 2021』 

明石製作所 精密工具製造部 開発設計 G 田中 博充 

14:30～14:45 質疑応答 

14:45～14:50 会務報告，閉会の挨拶 

 

近畿歯車懇話会 777 回研究会 記録 

 

日 時：令和 3 年 12 月 24 日（金）午後 1 時 30 分より 

場 所：株式会社カシフジ【 WEB 研究会 】 

〒601-8131 京都府京都市南区上鳥羽鴨田２８ 

℡ (075)691-9171 

次 第：13:00～  受付 ※接続準備 

13:30～13:35 開会の挨拶 

13:35～13:50 製品紹介 営業部 部長 尾崎博史 

13:50～14:40 講演『歯面仕上げへの挑戦』 技術部 係長 河野邦俊 

14:40～14:50 会務報告，閉会の挨拶 

 

近畿歯車懇話会 778 回研究会 記録 

 

 

日 時：令和 4 年 1 月 26 日（水）午後 1 時 30 分より 

場 所：中外炉工業株式会社 様【 WEB 研究会 】 

〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町 2-4 

次 第：13:15～  受付 ※接続準備 

13:30～13:35 開会挨拶 

13:35～14:25 『熱処理炉における脱炭素社会に向けての取組み』 

中外炉工業株式会社 熱処理事業本部 熱処理事業部 開発部 田中 潤也 様 

14:25～14:35 質疑応答 

14:35～14:40 閉会挨拶 

 

近畿歯車懇話会 779 回研究会 記録 

 

日 時：令和 4 年 3 月 2 日（水）午後 2 時 00 分より 

場 所：同志社大学 京田辺キャンパス 理工学部 有徳館東棟 5F YM522 室 

〒610-0321 京都府京田辺市多々羅都谷 1-3 

℡ (0774)65-6200 （代表） 

次 第：14:00～14:05 開会の挨拶 

14:05～14:15 理工学部と機械系学科の概要説明 

14:15～14:45 『自動車用動力伝達技術研究組合略称< TRAMI >での活動状況と 

CVT の動力伝達技術に関わる研究事例紹介』 

同志社大学 理工学部 教授 大窪 和也 氏 准教授 小武内 清貴 氏 

14:45～14:55 質疑応答 

14:55～15:10 休憩 

15:10～16:10 特別講演『アッという間の 40 年』 

京都工芸繊維大学 機械工学系 教授 森脇 一郎 氏 

16:10～16:20 質疑応答 

16:20～16:25 休憩 

16:25～16:40 第 73 期総会 



(1) 令和 3 年度 事業報告 

(2) 令和 3 年度 決算報告 

  以上，報告(別紙)了承 

(3) 令和 4 年度 事業計画 

(4) 令和 4 年度 予算 

  以上，原案(別紙)了承 

(5) 幹事改選結果報告 

会計幹事 

カシフジ      37 票（当） 

太陽機械工業   10 票 

企画幹事 

大阪精密      41 票（当） 

住友重機械ギヤボックス     46 票（当） 

大和歯車      42 票（当） 

椿本チエイン   43 票（当） 

同志社大学     43 票（当） 

エクセディ     37 票（当） 

大昭和精機     19 票 

今村商会      11 票 

 以上，了承 

(6) 名誉会員の推薦 

  原案(別紙)了承 

閉会の挨拶，散会 

 

入会のお知らせ 

木更津工業高等専門学校 

機械工学科 

助教 松井 翔太 

 

ヤマハ発動機株式会社 

主査 牧瀬 芳輝 

 

退会のお知らせ 

淀川機工㈱ 

課長 三浦 正通 

 

日本電産マシンツール株式会社 

主席技師 和泉 尚 

 

会員名簿変更のお知らせ  

令和 3 年度近畿歯車懇話会名簿の訂正をお願いいたします． 

 

5 ページ No.3 関東歯車懇話会 メールアドレス 

常任幹事 ・北條 春夫 

hhoujoh@pi.titech.ac.jp 
→ 

常任幹事 ・北條 春夫 

houjoh.h@gmail.com 

 

 

 

 



 

 

7 ページ No.5 ㈱IHI 回転機械エンジニアリング メールアドレス 

歯車事業部 営業グループ 

課長  ・巻島 和好 

kazuyoshi_makishima@irm.ihi-

group.com 

→ 

機器プロジェクト統括部 

歯車機器部 

技術・営業グループ 

課長  ・巻島 和好 

makishima5414@ihi-g.com 

 

9 ページ No.14 ㈱大阪減速機製作所 担当者 

代表取締役社長 ・岩井 博之 

keiri@ogsrg.co.jp 
→ 

取締役技術部長 ・上出 秀樹 

hideki.uede@ogsrg.co.jp 

 

10 ページ No.20 川崎重工業㈱ 担当者 

川崎重工業㈱ 

 

TEL.(078)921-1582 

FAX.(078)923-6541 

〒673-0014 

兵庫県明石市川崎町1番 1号 

 

（ＪＲ『西明石』駅より南へ徒歩10 

 分） 

航空宇宙システムカンパニー 

航空エンジンディビジョン 

駆動システム技術部 

駆動システム技術三課 

課長  ・今井 秀幸 

imai_hideyuki@khi.co.jp 

↓ 

川崎重工業㈱ 

ガスタービンビジネスセンタ

ー 

 

TEL.(078)921-1410 

FAX.(078)921-8556 

〒673-0014 

兵庫県明石市川崎町1番 1号 

 

（ＪＲ『西明石』駅より南へ徒歩10 

 分） 

駆動システム技術部 第一課 

主事  ・藤井 勲 

fujii_isao@khi.co.jp 

 

12 ページ No.27 グリーソンアジア㈱ 電話番号・住所・担当者 

グリーソンアジア㈱ 

大阪支店 

 

TEL.(06)6202-4111 

FAX.(06)6202-4700 

http://www.gleason.jp/ 

〒541-0048 

大阪府大阪市中央区瓦町4丁目 8

番 4号 

井門瓦町第2ビル 3Ｆ 

 

（地下鉄御堂筋線「本町」駅下

車、 

 御堂筋を北へ徒歩5分） 

支店長  ・田上 真一 

stanoue@gleason.com 

  ↓ 

グリーソンアジア㈱ 

大阪支店 

 

TEL.(06)6586-6811 

FAX.(06)6586-6258 

http://www.gleason.jp/ 

〒550-0015 

大阪市西区南堀江1丁目 12番 19

号四ツ橋スタービル6F 

・山本 良輔 

ryamamoto@gleason.com 

 

 

 



 

 

14 ページ No.39 大昭和精機㈱ 担当者 

大阪技術部 

課長  ・厚 昌利 

m_atsu@big-net.ne.jp 

 

大阪技術部 

係長   伊藤 隆裕 

takahiro.ito@big-daishowa.co.jp 

→ 

大阪技術部 

課長  ・厚 昌利 

m_atsu@big-net.ne.jp 

 

 

15 ページ No.41 ダイハツ工業株式会社 電話番号・住所 

ダイハツ工業株式会社 

 

 TEL (0943)72-7806 

 FAX.(0943)72-7675 

www.daihatsu.co.jp 

〒839-1206 

福岡県久留米市田主丸町吉本1番地

2 

ダイハツ工業株式会社 九州開発セ

ンター 

  ↓ 

ダイハツ工業株式会社 

 

 TEL (070)7579-1282 

 FAX.(0748)57-1258 

www.daihatsu.co.jp 

〒520－2593 

滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上2910

番地 

ダイハツ工業株式会社 滋賀第1地

区 第 2機械工場 

 

18 ページ No.59 阪神動力機械㈱ 担当者 

技術部産機設計課 

課長  ・石井 秀征 

ishii@hanshin-pm.co.jp 

→ 

技術部産機設計課 

課長代理  ・田辺 昭 

tanabe@hanshin-pm.co.jp 

 

19 ページ No.65 ㈱前田精密製作所 住所 

〒650-0017 

神戸市中央区楠町 2 丁目 1 番 7 号 

 

 

（ＪＲ『神戸』駅北へ上る.神戸地 

 方裁判所北側） 

→ 

〒655-0872 

神戸市垂水区塩屋町 9 丁目 26-17 

 

19 ページ No.62 ㈱寶角ギヤー 担当者 

技術部 部長 ・野勢 増夫  

nos@homco.co.jp 
→ 

シニアマネージャー  ・福原 英樹 

hide@homco.co.jp 

 

 

20 ページ No.66 ㈱マキシンコー 担当者 

技術課 

課長   中森 泰 

nakamori@makishinko.co.jp 

 

→ 

課長  ・岩名 悟 

iwana@makishinko.co.jp 



課長  ・岩名 悟 

iwana@makishinko.co.jp 

 

22 ページ No.76 ローマックス・テクノロジー・ジャパン㈱ 会社名・電話番号・住所 

ローマックス・テクノロジ

ー・ジャパン㈱ 

 

TEL.(03)5767-9400 

FAX.(03)5767-9488 

www.romaxtech.com 

〒140-0013 

東京都品川区南大井3-22-7 

大森ビルYSビル 5F 

シニアエンジニアリングディレクター  

坪井 治道 

harumichi.tsuboi@romaxtech.com 

↓ 

エムエスシーソフトウェア㈱ 

 

TEL.(03)6275-0872 

www.romaxtech.com 

〒101-0054 

東京都千代田区神田錦町2-2-1 

KANDA SQUARE 16階 

リージョナル ダイレクター 

坪井 治道 

harumichi.tsuboi@hexagon.com 

 

 

 


