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▼ 

内容 

・手動操作から自動運転まで 

・ロボットプログラミング・シミュレーション 

・関係法令 ・ロボット安全に関する知識 

・協働ロボット“COBOTTA”使用 

・労働安全衛生規則第 36条 31号に規定の特別教育修了証が取得可能！  

効果 

・人と協力しながら働く協働ロボットを体験できます。 

・従来のロボット操作、ティーチングの習得と同時に作業者が直接ロボットを動か 

して行うティーチング方法も習得することができます。（ダイレクトティーチング） 

こんな方に 

・人手不足を抱えている企業の方 ・ロボット導入でお困りの方 

・ロボットの助けを借りて作業者の負担削減をお考えの方 

・協働ロボットを活用した新しいシステムをお考えの方 

日程 【1】2月 9日（火）～10日（水）  

日数 2日間 （13時間） 

前提知識 WindowsPCの基本操作が出来る方 会場 岐阜県成長産業人材育成センター（アネックス・テクノ 2） 

受講料 

（税込み） 

定価 99,000円/人 時間 9:30～17:00 （6.5時間×2日間） 

岐阜県受講料減免後 66,000円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 33,000円/人 講師 株式会社デンソーウェーブ(ロボットメーカー) 

内容 

・産業用ロボットに関する基礎知識（安全講習） 

・タブレット操作に関する知識 

・ロボットプログラム作成・編集 

・協働ロボット“duAro”使用 

・労働安全衛生規則第 36条 31号に規定の特別教育修了証が取得可能！  

効果 

・人と協力しながら働く協働ロボットを体験できます。 

・従来のロボット操作、ティーチングの習得と同時に作業者が直接ロボットを動か 

して行うティーチング方法も習得することができます。（ダイレクトティーチング） 

こんな方に 
・カワサキロボットの導入を検討されている方 

・カワサキロボットシステムの基礎を習得したい方 

日程 フリー日程 

日数 3日間 （18時間） 

前提知識 WindowsPCの基本操作が出来る方 会場 岐阜県成長産業人材育成センター（アネックス・テクノ 2） 

受講料 

（税込み） 

定価 158,400円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×3日間） 

岐阜県受講料減免後 105,600円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 52,800円/人 講師 カワサキロボットサービス株式会社(ロボットメーカー) 

▼ 

内容 

・産業用ロボットに関する知識、教示等に関する知識 

・関係法令 ・ロボットの操作 ・ピック＆プレイスプログラミング 

・ロボットシステム構築の考え方 ・教示作業 

・ロボットによるピック＆プレイスプログラミング ・総合演習 

・バイナス製ロボット実習装置(ロボトレーナー三菱版)使用 

・労働安全衛生規則第 36条 31号に規定の特別教育の修了証が取得可能！ 

 

効果 

・法令で定められている教示等の作業に関する特別教育に加え、三菱製ロボットの

特徴を捉えた、基本的な操作とピック＆プレイスの基本的な考え方が実技演習を

通して習得できます。 

・産業用ロボットで教示等の作業を行う場合、特別教育を受けなければなりません。

社内で特別教育が難しい企業様は是非、本コースをご活用ください。 

こんな方に 

・三菱電機版ロボット導入を考えている企業の設備担当者､教育担当者 

・教示等の作業の特別教育と操作教育を同時に受けたい方 

・新人教育の一環として 

日程 フリー日程 

日数 4日間 （24時間） 

前提知識 WindowsPCの基本操作が出来る方 会場 岐阜県成長産業人材育成センター（アネックス・テクノ 2） 

受講料 

（税込み） 

定価 198,000円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×4日間） 

岐阜県受講料減免後 132,000円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 66,000円/人 講師 株式会社バイナス（ロボット SIer） 
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▼ 

内容 

・構造化プログラミング 

 ・外部入出力制御プログラミング ・場合分け(構造化)プログラミング 

 ・総合演習 

・バイナス製ロボット実習装置(ロボトレーナー三菱電機版)使用 

・ロボットと外部機器を連携させる実践的な使用方法が習得できます。  

効果 

・産業用ロボット操作基礎 三菱電機ロボット編の続編です。 

・入出力制御、より高度なピックアップ＆プレイスプログラム、センサの入力条件

により、場合分けをするプログラム（構造化プログラミング）を習得できます。 

こんな方に 
・三菱電機版ロボット導入を考えている企業の設備担当者､教育担当者 

・新人教育の一環として 

日程 フリー日程 

日数 2日間 （12時間） 

前提知識 WindowsPCの基本操作が出来る方 会場 岐阜県成長産業人材育成センター（アネックス・テクノ 2） 

受講料 

（税込み） 

定価 99,000円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×2日間） 

岐阜県受講料減免後 66,000円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 33,000円/人 講師 株式会社バイナス（ロボット SIer） 

内容 

・産業用ロボットに関する知識、教示等に関する知識 

・関係法令 ・ロボットの操作 ・ピック＆プレイスプログラミング 

・ロボットシステム構築の考え方 ・教示作業 

・ロボットによるピック＆プレイスプログラミング ・総合演習 

・バイナス製ロボット実習装置(ロボトレーナーFANUC版)使用 

・労働安全衛生規則第 36条 31号に規定の特別教育の修了証が取得可能！ 

 

効果 

・法令で定められている教示等の作業に関する特別教育に加え、FANUC 製ロボット

の特徴を捉えた、基本的な操作とピック＆プレイスの基本的な考え方が実技演習

を通して習得できます。 

・産業用ロボットで教示等の作業を行う場合、特別教育を受けなければなりません。

社内で特別教育が難しい企業様は是非、本コースをご活用ください。 

こんな方に 

・FANUC版ロボット導入を考えている企業の設備担当者､教育担当者 

・教示等の作業の特別教育と操作教育を同時に受けたい方 

・新人教育の一環として 

日程 
【1】11月 17日（火）～20日（金） 

【2】 2月 16日（火）～19日（金） 

日数 4日間 （24時間） 

前提知識 WindowsPCの基本操作が出来る方 会場 岐阜県成長産業人材育成センター（アネックス・テクノ 2） 

受講料 

（税込み） 

定価 214,500円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×4日間） 

岐阜県受講料減免後 143,000円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 71,500円/人 講師 株式会社バイナス（ロボット SIer） 

内容 

・構造化プログラミング 

 ・外部入出力制御プログラミング ・場合分け(構造化)プログラミング 

 ・総合演習 

・バイナス製ロボット実習装置(ロボトレーナーFANUC版)使用 

・ロボットと外部機器を連携させる実践的な使用方法が習得できます。  

効果 

・産業用ロボット操作基礎 FANUCロボット編の続編です。 

・入出力制御、より高度なピックアップ＆プレイスプログラム、センサの入力条件

により、場合分けをするプログラム（構造化プログラミング）を習得できます。 

こんな方に 
・FANUC版ロボット導入を考えている企業の設備担当者､教育担当者 

・新人教育の一環として 

日程 
【1】11月 24日（火）～25日（水） 

【2】 2月 24日（水）～25日（木） 

日数 2日間 （12時間） 

前提知識 WindowsPCの基本操作が出来る方 会場 岐阜県成長産業人材育成センター（アネックス・テクノ 2） 

受講料 

（税込み） 

定価 107,250円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×2日間） 

岐阜県受講料減免後 71,500円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 35,750円/人 講師 株式会社バイナス（ロボット SIer） 
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内容 

・企業における生産設備投資 ・エンドユーザーとの合意形成・ベンダとの関係等 

・プロジェクト管理概要と管理手法 ・コスト積算、コンプライアンス等 

・産業用ロボットメーカーでロボットシステム導入プロジェクトに長年携わった熟

練の技術者が講師を担当 

・ケーススタディ、グループディスカッションなど、参加型スタイルで実施  

効果 

・ロボットを使用した機械システムの導入提案から設計・組立など一連のプロセスを体系的に学

んでいただけます。それにより SIerはロボットシステム導入を希望するユーザー側と、認識の

ズレがない合意形成をするスキルが身につきます。 

・ユーザー側にも学んでいただくことで、ロボットシステムを発注する際や活用する際の知識が

得られ、自社にとって適切なロボットシステム導入の判断や活用ができる効果があります。 

こんな方に 

・ロボット導入を考えている企業の担当者・ロボット SIerの担当者 

・ロボット産業への参入を考えている方 

・ロボット導入までのプロセスを学びたい方 

日程 フリー日程 

日数 2日間 （12時間） 

前提知識 ロボットシステムの導入にご興味がある方（ユーザー、SIer問わず） 会場 岐阜県成長産業人材育成センター（アネックス・テクノ 2） 

受講料 

（税込み） 

定価 105,600円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×2日間） 

岐阜県受講料減免後 70,400円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 35,200円/人 講師 株式会社ヒューマンエナジー 

内容 

・ロボット導入のメリット・デメリット ・導入に必要な知識・技術 

・費用対効果の算出方法 ・センター内ロボットデモ等 

・ロボットシステムの導入にご興味のある方に最適です。 
 

効果 
・ロボットシステムの必要性、維持、管理等、ロボットシステム導入に必要な基礎知識が習得で

きます。ロボットシステム導入の第一歩に貢献します。 

こんな方に 
・ロボット導入を考えている企業の担当者（カイゼン部門や生産技術の担当者） 

・ロボット SIerの担当者（スキルアップに!） 

日程 フリー日程 

日数 1日間 （6時間） 

前提知識 ロボットシステムの導入にご興味がある方（ユーザー、SIer問わず） 会場 岐阜県成長産業人材育成センター（アネックス・テクノ 2） 

受講料 

（税込み） 

定価 39,600円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×1日間） 

岐阜県受講料減免後 26,400円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 13,200円/人 講師 株式会社ブイ・アール・テクノセンター 

内容 
・工程の見える化指導 ・生産カイゼン手法の検討（ロボット、Iot、他手段） 

・ロボット導入に向けた準備等、生産カイゼン手法の観点を教示します。 

効果 
・カイゼン部門や生産技術の担当者 

・ロボット SIerの担当者（設備・生産技術・営業技術・機械/電気設計等の担当者） 

こんな方に 
・ロボット導入を考えている企業の担当者（カイゼン部門や生産技術の担当者） 

・ロボット SIerの担当者（スキルアップに!） 

日程 フリー日程 

日数 1日間 （6時間） 

前提知識 生産カイゼンのためロボットシステムの導入にご興味がある方（ユーザー、SIer問わず） 会場 岐阜県成長産業人材育成センター（アネックス・テクノ 2） 

受講料 

（税込み） 

定価 39,600円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×1日間） 

岐阜県受講料減免後 26,400円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 13,200円/人 講師 株式会社ブイ・アール・テクノセンター 

内容 

・ロボット・AI・IoTを理解する ・ロボット・AI・IoTを導入し成功させるために 

・新聞から情報を読み取り、新聞を使ったグループワークを実施 

・情報を分析し、それを基に自社でどのように活用できるかを考える 

 

効果 

・自然や社会のあらゆる活動の情報がデータ化され、AIなどで解析がより深く、容

易になっています。人手不足や生産性向上のためロボットの活用も活発化してい

ます。今後も新たな技術やサービスが誕生することが予想されます。今回は、ロ

ボットや AIや IoTの動向を学び、未来への活動のヒントとして活かしていただき

ます。 

こんな方に 
・ロボット・AI・IoTに関心がある方 

・次世代ＩＴ業界の取り組みを知りたい方 

日程 フリー日程 

日数 1日間 （6時間） 

前提知識 特になし 会場 岐阜県成長産業人材育成センター（アネックス・テクノ 2） 

受講料 

（税込み） 

定価 39,600円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×1日間） 

岐阜県受講料減免後 26,400円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 13,200円/人 講師 株式会社ヒューマンエナジー 
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▼ 

内容 

・プログラムの概要 ・フローチャートの書き方 

・データ型・演算・式 ・プログラム制御の流れ 

・「プログラミング言語 C（共立出版）」市販テキスト活用 

・統合開発環境 Eclipse使用  
 

効果 

・フローチャート、プログラムの構文、演算を含んだ C言語の概要を学びます。目的

の動作を行うためのプログラム全体の流れの整理、追加加工のしやすいプログラム

作成方法を習得できます。 

・C言語を活用した業務に対応可能な基礎的能力を養います。 

こんな方に 

・情報システム系の新入社員教育として 

・C言語を活用した業務を予定される方 

・C言語によるプログラム作成の基礎を学びたい方 

日程 
【1】10月 20日（火）～23日（金） 

【2】 1月 26日（火）～29日（金） 

日数 4日間 （24時間） 

前提知識 WindowsPCの基本操作が出来る方 会場 テクノプラザ本館 

受講料 

（税込み） 

定価 105,600円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×4日間） 

岐阜県受講料減免後 70,400円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 35,200円/人 講師 株式会社ロジックソリューションズ 

内容 

・関数とプログラミング構造 ・ポインタと配列 

・構造体 ・入出力 ・プログラム演習 

・「プログラミング言語 C（共立出版）」市販テキスト活用 

・統合開発環境 Eclipse使用  

 

効果 

・プログラムの応用知識を習得し、関数の作成・呼び出しによるメインプログラム

の簡略化技法について学びます。プログラム構造の理解、メインプログラムから関

数への変更、配列による変数の利用範囲の拡大など、実用性・流用性の高いプログ

ラム作成知識を習得できます。 

・C言語を活用した業務に対応可能な実践的能力を養います。 

こんな方に 

・情報システム系の新入社員教育として 

・C言語を活用した業務を予定される方 

・C言語によるプログラム作成の応用について学びたい方 

日程 
【1】10月 27日（火）～30日（金） 

【2】 2月 2日（火）～ 5日（金） 

日数 4日間 （24時間） 

前提知識 C言語プグラミング Basicを受講または同等レベルの方 会場 テクノプラザ本館 

受講料 

（税込み） 

定価 105,600円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×4日間） 

岐阜県受講料減免後 70,400円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 35,200円/人 講師 株式会社ロジックソリューションズ 

▼ 

内容 

・プログラムの書き方 ・式と演算子 ・条件分岐と繰り返し 

・整列、メソッド ・複数クラスを用いた開発  

・統合開発環境 Eclipse使用 ・プログラミングの基礎を習得 

効果 

・JAVAの基本的な構文を学びます。他の言語と共通する部分も多いので一度学んでいただければ各種プログラミング言語に応用がききます。 

開発環境の構築の仕方から習得できます。 

・プログラミング最初の一歩を踏み出すための講座になります。 

・JAVAを活用した業務に対応可能な基礎的能力を養います。 

こんな方に 

・情報システム系の新入社員教育として 

・JAVAを活用した業務を予定される方 

・プログラミング初心者または未経験の方 

pu 

・プログラム初心者もしくは未経験の方 

日程 ※フリー日程 

日数 4日間 （24時間） 

前提知識 WindowsPCの基本操作が出来る方 会場 テクノプラザ本館 

受講料 

（税込み） 

定価 105,600円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×4日間） 

岐阜県受講料減免後 70,400円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 35,200円/人 講師 Alliance-ID 

内容 
・応用的なコーデーディング ・オブジェクト指向プログラミング ・スマートフォン用アプリ開発 

・オブジェクト指向の習得  ・統合開発環境 Eclipse使用  

効果 

・JAVAでのオブジェクト指向プログラミングを学んでいただきます。現在よく使われている主流の言語はオブジェクト指向での設計になります。 

オブジェクトの作成、使い方、設計等を通してオブジェクト指向を習得できます。 

・考え方や構造を学んでいただければ多言語の学習コストも下がります。 

・JAVAを活用した業務に対応可能な実践的能力を養います。 

こんな方に 
・情報システム系の新入社員教育として 

・JAVAを活用した業務を予定される方 

日程 ※フリー日程 

日数 4日間 （24時間） 

前提知識 JAVAプログラミング Basicを受講または同等レベルの方 会場 テクノプラザ本館 

受講料 

（税込み） 

定価 105,600円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×4日間） 

岐阜県受講料減免後 70,400円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 35,200円/人 講師 Alliance-ID 
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▼ 

内容 

・２進数、１６進数とは ・数値変換(２進数⇔１６進数) ・デジタル回路 

・データシートの読み方(基礎) ・電気回路、電子部品、電子回路 

・統合開発環境 MPLAB X使用 ・新居浜高専 PICマイクロキット Ver.2使用 

 

効果 

・デジタルデータ処理の基礎として２進数・１６進数などのコンピュータ内での数

字値の考え方、デジタル回路、簡単な ICを対象としたデータシートの読み方につ

いて学びます。また、制御に使用する電子部品の特性について学習し、制御対象

の回路の動きを理解するための基礎知識を習得できます。 

・マイコンを活用した業務に対応可能な基礎的能力を養います。 

こんな方に 

・情報システム系の新入社員教育として 

・組込システムを活用した業務を予定される方 

・組込制御に必要となる基礎知識について学びたい方 

日程 【1】11月 10日（火）～13日（金） 

日数 4日間 （24時間） 

前提知識 WindowsPCの基本操作が出来る方 会場 テクノプラザ本館 

受講料 

（税込み） 

定価 105,600円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×4日間） 

岐阜県受講料減免後 70,400円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 35,200円/人 講師 株式会社ロジックソリューションズ 

内容 

・電子回路図の読み方 ・制御対象の回路図の読み解き 

・データシートの読み方(PIC) ・制御プログラムの作成・書き込み ・デバッグ 

・統合開発環境 MPLAB X使用 ・新居浜高専 PICマイクロキット Ver.2使用 

 

効果 

・組立済みのマイコンキットを用い、制御対象の回路の理解、PICのデータシートの

読み方、PIC特有のプログラムの書き方、MPLAB X IDE を使用したマイコン制御に

ついて習得できます。 

・マイコンを活用した業務に対応可能な実践的能力を養います。 

こんな方に 

・情報システム系の新入社員教育として 

・組込システムを活用した業務を予定される方 

・C言語による組込み制御を学びたい方 

日程 【1】11月 16日（月）～19日（木） 

日数 4日間 （24時間） 

前提知識 組込システム(PIC)Advanceコースを受講または同等レベルの方 会場 テクノプラザ本館 

受講料 

（税込み） 

定価 105,600円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×4日間） 

岐阜県受講料減免後 70,400円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 35,200円/人 講師 株式会社ロジックソリューションズ 

▼ 

内容 

・技能検定試験について ・シーケンス制御 

・PLC制御 ・シーケンス命令 ・シーケンス制御プログラム開発ソフトの操作 

・「電気機器組立て（シーケンス制御作業）」3級に対応した受験対策講座！ 

・三菱電機製 PLC「ＦＸシリーズ」使用 

 

効果 

・シーケンス制御とは何かから始まり、PLCの仕組みなど基本的な知識が学べます。

また基本的なラダープログラムから、技能検定３級の受験（実技試験）までのレ

ベルのプログラミング技術が習得出来ます。 

こんな方に 

・PLCは初めてだという方 

・技能検定の受検を考えている方 

・新人教育として 

日程 
【1】10月 22日（木）～23日（金） 

【2】 1月 28日（木）～29日（金） 

日数 2日間 （12時間） 

前提知識 WindowsPCの基本操作が出来る方 会場 岐阜県成長産業人材育成センター（アネックス・テクノ 2） 

受講料 

（税込み） 

定価 62,700円/人 時間 10:00～17:00 （6.0時間×2日間） 

岐阜県受講料減免後 41,800円/人 定員 5名 （最小開催人数 3名） 

各務原市･関市受講料減免後 20,900円/人 講師 株式会社バイナス(ロボット SIer) 
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▼ 

▼ 

▼ 

 
 

  

 

https://gifu-itmonodukuri.jp/
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/
http://www.vrtc.co.jp/tp-cad/
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http://www.vrtc.co.jp/tp-cad/
mailto:tp-cad@vrtc.co.jp
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