
制御機器入門 
はじめて制御機器を使用する方対象となります。電気・制御の基礎的な内容を学習します。 

学習キットとリレー・タイマ・センサのしくみや使用方法、シーケンス回路（自己保持回路など）を実際に作成
してみます。「セミナー時間 ６H程度」 

ＰＬＣ基礎Ⅰ 
PLCとは？シーケンス制御とは？をはじめて学びたい方対象となります。実機を使用して、ＰＬＣの基礎、実
際のプログラミングを学習していきます。基本となるアドレスの考え方、入出力、AND／OR回路、自己保持
回路、タイマ、カウンタを学びながら、ツールソフトの使用方法がわかります！「セミナー時間 ６H程度」 

ﾛﾎﾞｼﾘﾝﾀﾞ入門 
電動シリンダーとは？電動シリンダーのしくみを学び、ｱｲｴｲｱｲロボシリンダの操作体験もできるセミナーに
なります。ティーチングボックスを使用して、位置と速度（加速度）を設定して、自分の好きなように動作を設
定することができます。これから電動シリンダーを使用してみたい方にお勧めです「セミナー時間２H程度」 

視覚入門 
視覚装置をはじめて使用する方対象、「視覚装置とは？」「メカニズム」などを学んでいただき、実際にオム
ロン視覚装置を使用して、さまざまなワークの検出体験をしていただきます。「セミナー時間４Ｈ程度」 

【個人情報の取り扱い】 
お客様からお預かりした個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。下記利用目的の内容についてご同意の上、ご記入くださいますようお願い申し上げます。 当社が取扱う製品・サービスに冠する商品情報等の各種情報の提供・案内。 製品
等に関するキャンペーン ・展示会等のイベントの案内・実施。 製品等に関するカタログ、ＣＤ－ＲＯＭ等の各種資料 ・サンプル等の提供・送付。製品等の企画・開発・販売のためのアンケート等の調査および分析。お客様が申し込み、または購入された製
品等を提供 ・保守等する上で必要な利用。  ※詳細につきましては、こちらのホームページをご参照お願いいたします。→http://www.fatouhoku.co.jp/  ※お問い合わせにつきましては上記までお問い合わせください。 
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エフ・エー・アネックスといえば、やっぱり無料セミナー！！いつもの場所で、いつもの講師陣が対応いたします。 
展示会開催にともない、同時開催のセミナーも企画しております。みなさまお誘いの上振るってご参加ください！！ 
くわしい内容は、裏面をご覧ください 

会場が遠くて、外出が難しい！もっといろいろなセミナーを受講してみたい！と言う要望にお応えしまして、 
お客様の会社へ出張しまして、出前セミナーを開催させていただきます。過去に開催しましたセミナーに加えて、 
開催時間や内容もご相談お受けします。 ※２名さま～ご相談お受けします。 
出前セミナーのご相談は、裏面申込書欄（下段）の出前セミナーチェック欄へチェックしてＦＡＸするか、 
担当営業へご相談ください 

センサ入門 
センサー機器をじっくり体験いただくセミナーになります。オムロンのファイバセンサ・光電センサ・近接セン
サなど、はじめて制御機器を使用する方にお勧めです。「セミナー時間２Ｈ程度」 

セーフティー入門 
安全とは何か？から始まり、国際規格の整合化をはかり、現場の危険源を洗い出しどのように対処すべき
か？をオムロンの安全機器を例にとりながら安全について学ぶセミナーになります。 これから安全につい
てどのようにはじめて行こうかと検討している方にお勧めです。「セミナー時間４Ｈ程度」 

タッチパネル入門 
初めてタッチパネルを使用してみたい方にお勧めです。タッチパネルの動作原理から始まり、オムロンタッ
チパネルＮＢシリーズを使用して、実際に画面を作成してみます。ＰＬＣとも接続するので、実践に近い形で
操作体験ができます。「セミナー時間４Ｈ程度」 

ＩｏＴ入門 
「ＩｏＴ（Internet of Things：モノのインターネット)」は、日々メディアなどで取り上げられ、いまや多くの人が聞
いたことのあるキーワードとなっています。とりあえず機器（ＰＬＣ）に取り込んだ情報をパソコンに取り込ん
でみよう！！からはじめてみませんか？オムロンＰＬＣを使用したＩｏｔ体験セミナーになります。セミナー時
間４Ｈ程度」 

ＰＬＣ基礎Ⅱ 
ＰＬＣ基礎Ⅰセミナーを受講したが、まだものたりない、もっと詳しく知りたい要望にお応えして、あらたにメ
ニュー追加しました。オムロンＰＬＣツールソフト（CX-Programmer）を使用して、デバッグやトラブルシュー
ティングなどに便利な機能を紹介しながら、実践的なプログラミングを学びます。「セミナー時間４Ｈ程度」 

上記『セミナーメニュー一覧』以外もいろいろメニュー取り揃えています。出前セミナーでは、時間や内容変更して、お客
様の要望にあわせて開催することが可能です。まずはお気軽にご相談ください 

『セミナーメニュー一覧』 
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少人数 
開催可能 



■ 宮城 仙台エリア 『昼食付』 
希望 日にち 時間 セミナー内容 定員 場所 

2018/6/1（金） 10：00～17：00 制御機器入門 8名 ＦＡアネックス仙台オフィス 

2018/6/29（金） 10：00～17：00 ＰＬＣ基礎Ⅰ 8名 ＦＡアネックス仙台オフィス 

お 

申 

し 

込 

み 

は 

Ｆ 

Ａ 

Ｘ 

で 

ど 

う 

ぞ 

■ 岩手 北上・盛岡エリア 『昼食付』 

希望 日にち 時間 セミナー内容 定員 場所 

2018/6/21（木） 10：00～17：00 制御機器入門 １０名 北上さくらホール・多目的室 

2018/7/20（金） 10：00～17：00 ＰＬＣ基礎Ⅰ １０名 北上さくらホール・多目的室 
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ＦＡＸ 送信先 

■ 福島 郡山エリア 『昼食付』 
希望 日にち 時間 セミナー内容 定員 場所 

2018/5/30（水） 10：00～17：00 制御機器入門 10名 福島県ハイテクプラザ（郡山） 

 郡山オフィス TEL: 024-927-0741  FAX: 024-927-0742 
〒963-8004 福島県郡山市中町1-22 郡山大同生命ビル6F 

 盛岡オフィス   TEL: 019-604-3163  FAX: 019-604-3164 
〒020-0022 岩手県盛岡市大通3丁目3-10 七十七日生盛岡ビル6F 

本社・仙台オフィス  TEL: 022-292-5720  FAX: 022-292-5730 
〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺1-4-5 ノ－スピア５Ｆ 

022-296-8212 

株式会社エフ・エー・アネックス 

ご希望の日に○（複数可）と、お客様情報をご記入の上、 
ＦＡＸにてお申込みください。 

ご丌明な点がございましたら、 
担当営業もしくは下記オフィスへお問い合わせください 

担当営業印 所属長 
ご氏名 

■ 宮城 仙台エリア 商売繁盛フェア「展示会併設セミナー」 
希望 日にち 時間 セミナー内容 定員 場所 

2018/9/20（木） 未定 （予定）ＰＬＣ基礎Ⅰ 10名 夢メッセみやぎ 

2018/9/20（木） 未定 （予定）ﾛﾎﾞｼﾘﾝﾀﾞ入門 10名 夢メッセみやぎ 

2018/9/20（木） 未定 （予定）視覚入門 10名 夢メッセみやぎ 

■ 福島 郡山エリア 「展示会併設セミナー」 
希望 日にち 時間 セミナー内容 定員 場所 

2018/6/26（火） 9:00～12：00 ＰＬＣ基礎Ⅰ 10名 郡山ビックパレット 

2018/6/26（火） 9：00～11：00 ﾛﾎﾞｼﾘﾝﾀﾞ入門 10名 郡山ビックパレット 

2018/6/26（火） 13：00～16：00 視覚入門 10名 郡山ビックパレット 

■ 岩手 北上・盛岡エリア 「展示会併設セミナー」 
希望 日にち 時間 セミナー内容 定員 場所 

2018/11/1（木） 未定(3H程度) （予定）ＰＬＣ基礎Ⅰ 10名 北上さくらホール 

2018/11/1（木） 未定(2H程度) （予定）ﾛﾎﾞｼﾘﾝﾀﾞ入門 10名 北上さくらホール 

2018/11/1（木） 未定(3H程度) （予定）視覚入門 10名 北上さくらホール 

【セミナー予定一覧】※内容は随時更新予定 

■ 青森 八戸エリア 「展示会併設セミナー」 
希望 日にち 時間 セミナー内容 定員 場所 

2018/7/26（木） 10：30～15：00 ＰＬＣ基礎Ⅰ 10名 八戸インテリジェントプラザ 

2018/7/26（木） 10：00～12：00 ｴﾚｼﾘﾝﾀﾞ体験 ※１ 5名 八戸インテリジェントプラザ 

2018/7/26（木） 13：00～15：00 ｴﾚｼﾘﾝﾀﾞ体験 ※１ 5名 八戸インテリジェントプラザ 

2018/7/26（木） 10：00～12：00 画像ｾﾝｻ体験 ※１ 4名 八戸インテリジェントプラザ 

2018/7/26（木） 13：00～15：00 画像ｾﾝｻ体験 ※１ 4名 八戸インテリジェントプラザ 

【出前セミナー】のご相談は右をチェック⇒ 
ＦＡＸ受信後改めて担当よりご連絡さしあげます。 
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決定 

開催
決定 
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決定 
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決定 

※１ エレシリンダ・画像体験セミナは、どちらも同じ内容を２回開催するもので、ご受講される場合は、どちらかをご選択ください 


