
『メディアを活用した中小製造業からの発信』
リストラがきっかけで創業、町工場だってWebでビジネスが出来るはず！

と賭に出た。結果は１０期目を迎えた今までに取引のあったユーザー数
が3000に迫る。いち早くブログを取り入れ「ものづくりの逆襲」を合い
言葉に、全国の製造業に勇気と希望を届けている。

基調講演者：株式会社ミナロ代表 緑川賢司氏

後援
・伊那市
特別協賛
・伊那商工会議所
・伊那市観光協会
・高遠さくらホテル
・ソリッドワークスジャパン株式会社
・株式会社ファソテック
協賛サポーター：順不同
・サーキットワークスジャパン株式会社
・ラティス・テクノロジー株式会社
・キヤノンITソリューションズ株式会社
・株式会社オーピーティー

ＳＷＣＮ
ＳＷＣＮ 4th4th

イベント号外
イベント号外55

遊遊
ぶぶ

聴く：基調講演者の熱き想いを受け取って！
経営者魂を知って、未来へのエネルギー充填

論ず：30代、40代、経営者、物造りレディー（ＭＬ）
言いたいこと言うと受け止めてくれる人がいる

学ぶ：ＴＲＩＺ、TM、ロボットモデリング技法
とにかく楽しく学んで、知識を増やせ！

創る：創造して、触って、造って試す
自社のデータで確認して、また創造する

・大興電子通信株式会社
・株式会社テクノソリューションズ
・富士ゼロックス長野株式会社
・株式会社構造計画研究所
・日本ヒューレットパッカード株式会社
・メンターグラフィックスジャパン株式会社
・クボテック株式会社
・株式会社図研
・ミルトス株式会社
・エプソンiソリューションズ株式会社
・iCAD株式会社
・株式会社アルゴグラフィックス

問い合わせ先
ＳＷＣＮ事務局：水出博司
E-mail：swc.nagano@gmail.com
URL:http://swcn.web.fc2.com/

株式会社ミナロ
〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１３番地３４
電話：045-784-6692 FAX：045-784-6693 
E-mail：info@minaro.com URL:http://www.minaro.com/
facebook: http://www.facebook.com/minaro376

講演、連載記事多数
・朝日新聞デジタル

http://digital.asahi.com/articles/TKY201112130240.html
・製造現場ドットコム

http://seizougenba.com/node/1092

日時：２０１２年０７月２８日（土曜日）

時間：１１：００～１８：００

場所：伊那市生涯学習センター いなっせ

〒396-0025 長野県伊那市荒井3500 – 1

http://www.inacity.jp/list.rbz?nd=406&of=1&ik=1&pnp=47&pnp=406

最寄駅：ＪＲ飯田線 伊那駅

内容：基調講演 株式会社ミナロ 代表取締役 緑川賢司 様

セッション多数、裏面参照 とにかく、聴いて、論じて、学んで、創造して

そして遊ぶ・・そんなイベントになってます

・株式会社アイデア



日時：2012年7月28日（土） ９：３０開場 入場無料（事前登録）
場所：伊那市駅前 伊那市生涯学習センター いなっせ
基調講演から企業展示まで、皆様に楽しんでいただける企画をご用意して
います。企業の皆さまはもちろん、学生さん、ＯＬさんも感動が共有できる場へ
遊びに来てください。そして・・製造業コマ大戦もやります！

お申し込み方法
下記Ｗｅｂへアクセス：http://form1.fc2.com/form/?id=400521
定員になりしだい締め切り（基調講演300名：先着順）
アクセス
伊那市生涯学習センター いなっせ

〒396-0025 長野県伊那市荒井3500 – 1
Tel:0265-78-5801

お車でお越しの際は併設されている
立体駐車場をご利用ください。

基調講演概要：基調講演概要：
中小企業の皆さま、そしてモノ造りに携わる皆さま、また学生から若手技術者、中小企業の皆さま、そしてモノ造りに携わる皆さま、また学生から若手技術者、
老若男女まで、明日を考え、日本の未来を考え、感動し、そして行動へ移す老若男女まで、明日を考え、日本の未来を考え、感動し、そして行動へ移すたた
めのめのパワーがもらえる講演になっています。ぜひ会場にお越しください。パワーがもらえる講演になっています。ぜひ会場にお越しください。
セッション・企業展示・全日本製造業コマ大戦セッション・企業展示・全日本製造業コマ大戦GGⅢⅢ：：
その他セッション、ハンズオン、企業展示、全日本製造業コマ大戦と盛り沢山その他セッション、ハンズオン、企業展示、全日本製造業コマ大戦と盛り沢山
のセミナーイベントになっています。のセミナーイベントになっています。
どうぞ気軽に遊びに来て、１日楽しんでください。どうぞ気軽に遊びに来て、１日楽しんでください。

場所 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

ホール
コマ対戦

長野県予選

面白モデル
コンテスト
表彰式

基調講演
緑川賢司様

日本のものづくり
一緒に考えましょう
経営者議論と
４０代未満４０代以上
個別議論

ホワイエ サポーター企業展示/ハンズオン

502
おもしろモデリング
講座/匠のモデル技
伝授いたします

701
TRIZ/TM
コマ設計の
秘策の伝授

コマの設計しましょう
樹脂コマの作成
（RP）
樹脂コマ大戦ミニ

702
ものづくりレディー
たちの集い
女性の力見せます

高遠
さくら
ホテル

全日本製造業
コマ大戦 GⅢ
信州場所

プログラム

製造業コマ大戦挑戦者待ってます！
コマ大戦参戦はセミナー参加が条件です

両講座共両講座共PCPCあり、あり、
CADCAD使えなくても使えなくても
OKOKですです

ものづくりディーのものづくりディーの
集いは男子禁制です集いは男子禁制です



夏のイベント懇親会会場で全日本製造業コマ大戦夏のイベント懇親会会場で全日本製造業コマ大戦 ＧＧⅢⅢ信州場所信州場所
を開催いたします。を開催いたします。
伊那市全面協力により「高遠さくらホテル」を貸切にして開催伊那市全面協力により「高遠さくらホテル」を貸切にして開催
いたします。いたします。
最高のコマ大戦ステージを皆さまのためにご用意しました。最高のコマ大戦ステージを皆さまのためにご用意しました。
コマ大戦エントリーと宿泊のご予約案内は、下記コマ大戦エントリーと宿泊のご予約案内は、下記WebWeb又は又は
FacebookFacebookにてお願いいたします。にてお願いいたします。

http://www.ina-city-
kankou.co.jp/cms/modules/tinyd4/index.
php?id=52
より抜粋

まだまだ、SWCNサポーター及び、
全日本製造業コマ大戦サポーター企業
募集中です
コマ大戦サポーター様は土俵にロゴが入り
ます。よろしくお願いいたします

全日本製造業コマ大戦 GⅢ 信州場所 概要

長野県内企業
予選

10:00ー
伊那市生涯学習
センター いなっせ
ホーにて

GⅢ信州場所
本戦大会

19:00－
高遠さくらホテル
にて開催

※※いずれに参加費いずれに参加費2,0002,000円必要です。円必要です。
※※参加条件参加条件

SWCNSWCNセミナーイベントへの参加が条件セミナーイベントへの参加が条件
となります。となります。

※※長野県内予選上位３チームが、長野県内予選上位３チームが、
高遠さくらホテルでの本戦へ参加する高遠さくらホテルでの本戦へ参加する
ことができます。ことができます。

※※県外から参加のみなさんは無条件で本戦県外から参加のみなさんは無条件で本戦
大会で戦うことができます。大会で戦うことができます。
（トーナメント方式）（トーナメント方式）

宿泊費：5,000円 懇親会費：5,000円です。
全日本製造業コマ大戦参加申込み
及び、高遠さくらホテル宿泊申込み
http://form1.fc2.com/form/?id=762143
SWCN夏のイベント申込み
及び、高遠さくらホテル宿泊申込み
http://form1.fc2.com/form/?id=400521Facebook

https://www.facebook.com/events/355532494509423/



ベンダー企業
特別協賛：ソリッドワークス・ジャパン株式会社

◆ソリッドワークス・ジャパン株式会社
■3次元CADシステム
・SolidWorks
■CAE解析システム
・SolidWorksSimulation

◆ラティス・テクノロジー株式会社
■3次元ビューワーシステム
・XVL Sｔudio
・iXVL（for iPad/iPhone)
■メカトロニクスシミュレーター
・Vmech

◆株式会社図研
■電設計ソリューション
・CR8000基板設計CAD
■ものづくりインフラソリューション
・PLM DS-2
・PLM PreSｇｈｔ

◆メンターグラフィックスジャパン株式会社
■高精度過度熱測定器
・T3Ster

◆日本ヒューレット・パッカード株式会社
■コンピューターシステム
・Workstation
・MobaileWorkstion

◆クボテック株式会社
■３DCADシステム
・KEYCREATOR
・Validation Tool

◆iCAD株式会社

■３DCADシステム

・ICAD/SX

・ICAD/MX

◆サーキットワークスジャパン株式会社
■エレメカ支援
・SolidWorks IDF Modeler
■エレメカコンサルティング
・ライブラリ作成支援

◆株式会社アルゴグラフィックス
■３DCADシステム
・VATIA V6
■PLMソリューション
■アーム式デジタイザー

◆株式会社アイデア

■ＴＲＩＺ

・コンサルティング

・ソフトウェア

リセラー企業
特別協賛：株式会社ファソテック
◆株式会社ファソテック
■３Dプリンター
・OBJET
■３DCADシステム
・CATIA
■CAMシステム
・FGPシリーズ

◆株式会社オーピーティー
■３Dプリンター
・UP! 3D Printer
■３Dスキャナー
・FODIS

◆キヤノンITソリューションズ株式会社
■3次元CADシステム
・SolidWorks
■CAE解析システム
・SolidWorksSimulation
■３Dドキュメンテーション
・３DVIA Composer

◆株式会社構造計画研究所
■構造解析ソフト
・midasNFX
■熱流体解析ソフト
・FloEFD
・粒子法 Particleworks

◆テクノソリューションズ株式会社
■３次元CAD/CAMシステム
・SolidWorks
・SolidWorksSimulation
・３DVIA Composer
・CAMWorks

◆大興電子通信株式会社
■ソリューション
・製造業インデックス
・卸売製造業インデックス
■３次元CAD
・iCAD/SX V7

◆富士ゼロックス長野株式会社
■コピー機ソリューション
■文書管理ソリューション
・DocuWorks
・iPadソリューション

◆エプソンiソリューションズ株式会社
■ハードウェア
・PC/プロジェクタ他
■ソフトウェア
・業務ソリューション
・基盤ソリューション

◆ミルトス株式会社
■３DCADシステム データトランスレータ
・３DEvolution
■３Dプリンター
・SOLID SD 300 Pro
■３Dマウス
・３Dconnexion

・後援：伊那市
・特別協賛：伊那商工会議所/伊那市観光協会/高遠さくらホテル

皆さまの協力で私たちは、この創造の場を造ることができます。皆さまに感謝申し上げます。SWCNメンバー 一同


