平成 27 年 7 月吉日

「世界の技術を NAGANO で体感!!」
第 13 回 GNN 技術勉強会 in 長野 すみへいフェア
GNN 技術勉強会実行委員会
主

催：GNN 元気な生コンネットワーク・長野県生コンクリート工業組合（共催）

日

時：●GNN 技術勉強会＆デモンストレーション
平成 27 年 7 月 17 日（金） 12:00~16:45
●すみへいフェア
GNN ブース&屋外展示
平成 27 年 7 月 17 日（金） 9:30~18:00

場

所：エムウェーブ

18 日（土） 9:00~16:00

長野市オリンピック記念アリーナ

〒381-0025 長野県長野市大字北長池 195

Tel.026-222-3300

http://www.nagano-mwave.co.jp/
参加費用：無料
〆

切：平成 27 年 6 月 30 日

お申込みは GNN 事務局まで

GNN ブース展示
GNN エクステリア（ドライテック、NR リペア、GPP、バルチップ）
GNN Machinery Japan

(IBB Probe system)

スラモル / コンクリート基礎用鋼製型枠セパメイト / GNN 会員専用 PL 保険
屋外デモンストレーション
・イタリア発 「CAR MIX」自走式プラント
・カナダ発 「モバイルミキサー」生コンクリートの製造
・フランス発 ベルトコンベア付ミキサー「ネコいらず」生コンクリートの供給
・カナダ発 「IBB Probe」スランプ値、容積値の測定（GPS 連動ライブ中継）
・イタリア発 「IWA システム」戻りコンクリートの改質
・GNN 発 日本一のコンクリート診断解析「マルチコプター」飛行展示
・すみへいフェア特別企画

最新鋭実物プラントミキサー展示

技術勉強会プログラム（案）
1.「開会あいさつ」

12:00～12:05
炭平コーポレーション㈱ 代表取締役 鷲澤 幸一

2. 「GNN アワードプレゼン

日本一の生コン屋決定戦予選会」

12:05～13:35

司会進行 ㈱依田儀一商店 依田 健一
アワードパネラー審査委員
北野建設株式会社

品質管理部 技術研究室

森 多毅夫 様

長野県コンクリート診断士会 会長
株式会社小石興業 アップル生コン工場 取締役常務

日堂 俊之 様

有限会社マル吉横川セメント

横川 英雄 様

代表取締役社長

株式会社竹花組 佐久チチブ生コン工場 品質管理課 課長

今井 智子 様

予選出場工場
① ㈱伊藤商店

愛知県地区

「生コン屋が生き残るために」

② 金沢生コンクリート㈱ 石川県地区

「日本で 1 番!? バカまじめな生コン屋」

③ 炭平興産㈱ 白州工場 山梨県地区

「1950ｍ～30ｍまでカバーする生コン屋」

④ ㈲長岡生コンクリート 静岡県地区

「NR ブランド 勝利の方程式」

⑤ ㈲ミツワ生コン

「ねこの手かし隊」

山形県地区

～ねこの手かし隊はお客様の声により生まれました～
休憩（アワード投票）

13:35～13:45

3.「デモンストレーション」

13:45～15:30
司会進行 ㈱伊藤商店

伊藤大司

CAR MIX / IBB Probe system / モバイルミキサー / ネコイラズ / IWA システム
休憩（移動）

15:30～15:45

4．
「GNN 新商品・新製品紹介」

15:45～16:15

①GNN 専用 PL 保険 ②鋼板型枠セパメイト ③最新鋭ミキサー＆自走式破砕機
5.「GNN アワードプレゼン 日本一の生コン屋決定戦予選会 結果発表」

16:15～16:45

司会進行 ㈱依田儀一商店 依田健一
5．
「閉会挨拶次回予告」

16:45～16:50
㈱タイハク 佐藤心平

当日プレゼン者及びプレゼン内容に変更の場合がございます。予めご了承ください。
尚、GNN で知り得た知識・技術を無断で流用することは禁止いたします。

「世界の技術を NAGANO で体感!!」
第 13 回 GNN 技術勉強会 in 長野 すみへいフェア
場

所：エムウェーブ

長野市オリンピック記念アリーナ

〒381-0025 長野県長野市大字北長池 195

Tel.026-222-3300

http://www.nagano-mwave.co.jp/
アクセス：

長野駅東口 21 番バス停より、須坂・屋島・綿内行き長野電鉄バス～エムウェーブ前下車 (所要時間 15 分）

上信越自動車道須坂・長野東 I.C より長野方面に向かって約 5 分

「世界の技術を NAGANO で体感!!」
第 13 回 GNN 技術勉強会 in 長野 すみへいフェア
参加申込書
主

催：GNN 元気な生コンネットワーク・長野県生コンクリート工業組合（共催）

日

時：●GNN 技術勉強会＆デモンストレーション
平成 27 年 7 月 17 日（金） 12:00~16:45
●すみへいフェア
GNN ブース&屋外展示
平成 27 年 7 月 17 日（金） 9:30~18:00

場

所：エムウェーブ

18 日（土） 9:00~16:00

長野市オリンピック記念アリーナ

〒381-0025 長野県長野市大字北長池 195

Tel.026-222-3300

http://www.nagano-mwave.co.jp/
参加費用：無 料
懇親会 ：メトロポリタン長野（長野駅直結） 懇親会費 7,000 円
7 月 17 日（金）18:30～20:30
〆

切：平成 27 年 6 月 30 日

事前予約が必要です

お申込みは GNN 事務局まで

貴 社 名：
ご 住 所:
お 名 前：
ご連絡先：
ご紹介者：
懇親会出欠：

出席

・

欠席

GNN 事務局
〒410-2211 静岡県伊豆の国市長岡 781

Tel:055-947-0049

㈲長岡生コンクリート内

fax:055-947-0052

担当

池上（いけがみ）

nagaoka-rmc@yr.tnc.ne.jp

