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08：00 JR 神戸駅南側バス駐車場 集合・出発 

10：00～11：35 ㈱メタルアート 本社工場 着・見学 

12：00 ㈱メタルアート 本社工場 発 

12：00～14：00 移動～昼食～移動  

14：00～15：30 ㈱堀場製作所 びわこ工場 着・見学 

15：30 ㈱堀場製作所 びわこ工場 発 

17：30 ＪＲ三ノ宮駅着・解散 

 

 

 

〒650-0011 神戸市中央区下山手通 6-3-28 兵庫県中央労働センター3 階 

TEL：078-361-5667  FAX：078-371-4336  E-mail：watanabe@hyogo-ia.or.jp 

公益社団法人 兵庫工業会 事業推進部   担当：渡邊 

お申し込み後、請求書、集合場所地図を送付申し上げます。 10/23（実施日前々日）以降のｷｬﾝｾﾙにつきましては費用 

     を請求させて頂きます。 

10/25(木) 兵庫工業会 工場見学会参加申込書 

平成３０年   月   日 

FAX：０７８－３７１－４３３６ 

会社名  

所在地 
〒      － 

ＴＥＬ  ＦＡＸ 
 

連絡先 E-mail アドレス                   ＠ 

参加者 ① 所属・役職  

ふりがな  

年

齢 
 

氏名  

参加者 ② 所属・役職  

ふりがな  

年

齢 
 

氏名  

備 考（お問い合わせ，請求書送付先など） 

※お送りいただきました情報は、兵庫工業会見学会のためにのみ使用させていただきます 

行 程 

お問い合せ 
申 込 先 


