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今年で14回目を迎えるNCテクニカルセミナーは、日本ケーブルが業界のリーディングカンパニー

として取り組んでいる「安全 ・安心 `安定」をテーマとした技術者を対象とした実務セミナーで曳

初級編から上級編まで幅広い内容で開催いたしますので、是非ご参加ください。

― 難 輸送の安全・安心・安定

― ・初級者から上級者までレベルに合わせた幅広い講座内容

安全を最優先に索道事業に携わる技術者向けの実務指導

今年で14回を迎え 延べ1′500名の方が受講

獄暗Rコース●自動循環式素道の握索装置

日調座ljER装置 1(特殊索道 DS型〉

B調座:煙案装E2く 普通索道 D里じ

B醐座:揮慕装■ 3く特殊素道 DT〉

B現座1握素装置4(普 通索道 OTP〉

電気ヨース●電気設備の取扱い

日納座|■年1〈初級編〉 日 講座!電気2〈中統編〉

油圧ヨースロ泊圧装置の取扱い

日討座!,由E

油圧電気コースロ索道設備の油圧回路と電気回路

B南産!油圧 電気

本セミナーは、素道事業に携わる技術者の方を対象とした

実務中心の議習で曳

技術力の向上にお役立ていただくためのブログラムを

各種を用意いたしておりまえ

唯 索装宜コース  … … …   …   … … …   P2

B電気コース ー  ー … … … …   …   …   P3

8油圧/油 圧 電気ヨース  …   …   …   …  … P4

8観座日程表       十  一 ………… … …… …P5

8お申し込み お問い合わせ      ―   ―    P6

日会場案内…  …   …  …   …         P7
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日講座 :電 賃子 2(中 級編〉

日程および定員 !

2008年 6月10日(火)～6月13日(金)3泊 4日 □

議座対象i

索道設備のシーケンスの読み方、トラブルの対応、索道の

電気設備について、より深い知識を習得いただけます.

電気設備の取扱い
技術者の方の経験により〈初級編〉または〈中紙編〉をご選lRいただけます。
議座の内容に則した「予習テキストJを事前に配付します。あらかじめむ確認のうえご参加くだせし、

日講座 :震勢司
‐1〈初級編〉

日程および定員:

2008年6月3日(火)～6月6日(金)3泊 4日 E臣 ヨ

議座対象「

電気の初歩からシーケンスの基礎、および索道の電気設

備の概要を習得いただけます。

EE講 習 E講 習

【電気の基礎理論】

直流回路、オームの法則、交流回路、磁界等の基礎理論

【シーケンスの基礎】

回路図の読み方

【制御方式 電動機】

索道用の制御方式、電動機の構造

【トラブルの事例】

原因とその対応

日実 習

【シーケンスの基礎】

回路図の読み方

【索道詢情のシーケンス】

ペアリフト用サイリスタ方式の回路図の読み方

【制御方式 電動機】

索道用の制御方式、電動機の構造の解説

【トラブルの事例】

原因とその対応

E実 習

【じか入れ始動盤の製作 源J定器の取扱い】

じが入れ始動盤回路図に基づく製作と動作確認

【模擬制御盤でのトラブル対応 測定器の取扱い】

じか入れ始動盤、十Δ始動盤、コンドルファ始動リ

レー盤、コンドルファ始動シーケンサ盤、ASモータ槙

規制御盤を使用したトラブルの対応

I N C T S

【じが入れ始動盤の製作 源J定器の取扱い】

じか入れ始動盤回路図に基づく製作と動作確認

【模規制御盤でのトラブル対応 裸J定器の取扱い】

じか入れ始動盤、十△始動盤、ヨンドルフア始動リ

レー盤、コンドルファ始Etシーケンサ盤、ASモータ模

規制御盤、サイリスタ制御盤を使用したトラブルの

対応

【サイリスタ制御盤のシーケンスの動作】

サイリスタ制御盤と回路図による実機のシーケンス

動作確認
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第1日目

第2日目

第3日目

12:30～13100

13モ10-13,30

13モ30～ ,:30

17,35

17140

08:40

09,00～ 12100

12100～ 13,00

13100～ 17130

17:]5

第1日目

第2日目

12130‐13:00

13110～13:30

13,30～17130

17135

17140～18,30

13,35

03コ0

09ЮO～ 12100

12100～ 13:00

13:00～ 17130

17135

03140

09i00～12,00

12:00～13100

13100～16:50

16:50～17130

,7135

18:30～20,30

受付

開議式

譲習

記念撮影

歳習 実習

昼食

講習 実智

本社工場出発

ホテル出発

甫習・実習

昼食

謡智・実習

工場視察

本社工場出発

懇親会

18,30～ 20130

受付

用議式

議習 実習

記念撮影

本社工場出発

ホテル出発

実習

畠査

実習

本社工場出発

想親会

ホテル出発

韓習

質疑応答

アンケート調査

閉pH式

昼食

本社工場出発

08140

09100-11100

11:00～11 10

11:10～1120

11,20-11:30

11:30～11150

12100

第3日目

第4日目 08:40

09100-11:30

11,30～ 11140

11140‐ 11:50

11150～ 1210

12120

ホテル出発

窮習 実習

アンケート調査

閉記式

昼食

X名 講座とも、開講日の受付時間までに

日本ケーブル本社工場 アメこティーセンター 3日こ

お集まりください。

顔合わせ 懇親会

本社工場出発

ホテル出発

I N∝
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日本ケーブル
本社工場

1電車ご利用の方

東京駅からJR京薫線各駅停車蘇我行きにご案車のうえ、新習志野駅で下草してください。

新習志野駅より徒ケで約10分です。

(地図中①は遊歩道となつており、AM7ЮO～ PM9ЮOまで通行することができます。)

※新習志野駅には快速電車は停車いたしませんので、東京駅から快速にご案車の場合は、途中駅の「南船橋Jで各駅

停車にお乗り換えくだきい。

日お車ご利用の方

東京方面からは東関東自動車道をご利用のうえ、下記ルー トでご来場いただくと使利です。

O湾 岸習志野インターチエンジで国道357号へ

0立 体交定の側道から、ひとつ日の信号を幕張メッセ方面へ右折

0突 きあたりを有折

06つ 目の信号を左折

NCテ クニカルセミナー会場

← ―道順(徒歩)← 道順(お車)   信 号
0  0


