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URL http://www.shiguma.com/

本社 TEL：
TEL：09520952-2626-7661
FAX : 09520952-2222-8434
8434

２０１
２０１６年『第１回 節電・省エネ
節電・省エネセミナー
省エネセミナー in 唐津』
唐津』のご案内
拝啓 初春の候 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
皆様には格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社は昨年４月に唐津営業所を開設いたしました。２００８年から企業向け省エネセミナーを福
岡市で開催して、多くの企業の方々にご参加いただき、たいへん喜ばれました。
今回は、唐津市の事業者の皆様にお役に立てるように、メーカー３社を迎えて省エネ効果を見込める、
２０１６年『第１回 節電・省エネセミナー』を初めて唐津市で開催いたします。
本セミナーでは、最新の省エネの情報
最新の省エネの情報や最近の
最新の省エネの情報 最近の弊社省エネ
最近の 弊社省エネ事例
弊社省エネ 事例及び補助金活用省エネ導入事例、
事例 及び補助金活用省エネ導入事例、
今年の省エネ補助金情報
メーカー３社による商品紹介
今年の省エネ補助金情報についてのご紹介、また、メーカー３社による
補助金情報
メーカー３社による商品紹介を行います。
商品紹介
セミナー終了後に『
『企業の省エネ
企業の省エネ個別相談
省エネ個別相談』
個別相談』を行う予定です。
つきましては、多数のお皆様にご出席賜りたくご案内を申し上げます。
なお、準備の都合上締切りは ２月 ５日（金
日（金）とさせていただきます。

敬具

記

１．日 時：
時：２０
２０１
２０１６年 ２月１２日
１２日(金) １３：００～１７
０～１７：００
２．場 所： 唐津商工会議所（唐津商工会館内）
唐津商工会議所（唐津商工会館内） ４Ｆ ４０１、４０２会
４０１、４０２会議室
唐津市大名小路１番５４号
ＴＥＬ：０９５５－７２－５１４１
ＪＲ唐津駅下車（北口）徒歩約１０分 （公共交通機関をご利用下さい。
）

３．スケジュール
３．スケジュール
１３：０
１３：００ ～ １３：０５
１３：０５ ご 挨 拶 （弊社代表
（弊社代表取締役
代表取締役 香月 信夫）
信夫）
唐津営業所所長・環境カウンセラー（事業所部門
唐津営業所所長・環境カウンセラー（事業所部門）

省エネセミナーご説明：弊社省エネ責任者 池上 敏昭
１３：０
１３：０５ ～ １３：２０ 省エネの現状及び節電の心構え
１３：２０ ～ １３：５５ 弊社の最新の省エネ事例及び補助金活用による省エネ事例
弊社の最新の省エネ事例及び補助金活用による省エネ事例のご紹介
及び補助金活用による省エネ事例のご紹介
１０分間
（各メーカーによる商品紹介）
１０分間 休 憩
１４：０５
「空調設備の運用面で削減する省エネ・節電のご提案」
」商品紹介等
１４：０５ ～ １４：２
１４：２５ 「空調設備の運用面で削減する省エネ・節電のご提案
ダイキン HVAC ソリューション九州(
ソリューション九州(株) 技術部 課長 藤田 宗徳氏
宗徳氏

１４：３０
１４：３０ ～ １４：５０ 「ＬＥＤ高天井照明器具のご紹介」
ＬＥＤ高天井照明器具のご紹介」
岩崎電気株式会社
岩崎電気株式会社 福岡営業所 第二営業課 林 勇太郎氏
勇太郎氏

１４：５５ ～ １５：１
１５：１５「エネルギー消費の見える化と制御」
「エネルギー消費の見える化と制御」～取り組みと成果～
パナソニックデバイス SUNX 株式会社 事業企画部 グループ長 浦野 博司氏
博司氏

１５：１５ ～ １５：３０ 質 疑 応 答
５：４０
１６：２０
２０ 平成 27 年度補正
１５：
４０ ～ １６：
年度補正・平成
補正・平成 28 年度予算 省エネ補助金概要・
省エネ補助金概要・(
補助金概要・(質疑)
質疑)
１６：２０
１６：２０ ～ １６：２５
１６：２５ 終了ご挨拶

（弊社取締役
弊社取締役 福島 稔）

１６： ２５ ～ １７：０
１７：００ 『 省 エ ネ の 個 別 相 談 』

４．参加対象者： 節電・省エネ
節電・省エネ対策を
省エネ対策を検討したい企業・
対策を検討したい企業・エネルギー使用量
検討したい企業・エネルギー使用量削減に関心の強い企業
エネルギー使用量削減に関心の強い企業
５．定 員：６０
６０人
６０人（定員に達し次第締め切りとさせていただきます）
６．参加費：
無 料
７．申込締切：２０１６年 ２月 ５日(金)（定員に達し次第締切り）
８．問合せ： 株式会社 シグマ（☎０９５２－２６－７６６１（代）省エネ部門
池上 迄）
シグマ

弊社についての紹介は、ホームページ http://www.shiguma.com/ をご覧下さい。

株式会社 シグマ 省エネ部門 池上宛
池上宛
FAX：
0952-2222-8434
FAX： 0952-

セミナー当日本紙（受付済）をご持参下さい。

e-mail：
mail：tikegami@ shiguma.com

株式会社 シグマ ２０１
２０１６年 第１回 節電・省エネ
節電・省エネセミナー
省エネセミナーin
セミナーin 唐津 参加申込書兼参加証

1.

省エネセミナー：
省エネセミナー： ２０１
２０１６年 ２月１２日
１２日(金) １３：０
１３：００～１７
０～１７：００
唐津商工会議所（唐津商工会館内） ４Ｆ ４０１、４０２会議室

2.

参加者氏名（必ずご記入ください）
会社名

部署役職名

氏名

【回答期限： ２月５日(金)】
3. 個別相談：（ □ 個別相談が
個別相談がしたい、 □ 後日個別相談
後日個別相談
個別相談が
がしたい、
たい、 □ 今のところ無
ところ無し ）
（□のところにチェックをして下さい。
）

申込事業者名
会社名：
申込受付印
電話番号：
FAX 番号：
氏名：
e-mail：

※申込後２～３日中に受領済 FAX をご返送いたします。受領印の押印されたものがそのまま受講券となりますので、
当日は押印されたものを会場へご持参下さい。
（なお、３日たっても回答のない場合は、弊社までお問合せ下さい）

