
ＴＨＫエンジニアによる
メンテナンス研修（基礎編）のご案内

お問合せお問合せ: : 

THK ThailandTHK Thailand
Bangna Tower,Tower A #1701 2/3 M.14 BangnaBangna Tower,Tower A #1701 2/3 M.14 Bangna--Trad Highway Km 6.5,Trad Highway Km 6.5,
Bangkaew,Bangplee,Samutprakarn 10540 ThailandBangkaew,Bangplee,Samutprakarn 10540 Thailand
Tel:+66Tel:+66--00--27512751--3001 / Fax:+663001 / Fax:+66--00--27512751--30033003

＜タイ語＞＜タイ語＞ Ms. Narinthip Srichai Ms. Narinthip Srichai ＜日本語＞＜日本語＞ 黒田 祥弘（（ 携帯電話 +6692-270-7801 ））
ee--mail:mail: narinthip.s@thkth.comnarinthip.s@thkth.com ee--mail:  y.kuroda@thk.co.jp   mail:  y.kuroda@thk.co.jp   

経験豊富な経験豊富なTHKTHK日本のエンジニアがお客様の現場にお伺いし、日本のエンジニアがお客様の現場にお伺いし、
ローカルスタッフの皆様にきめ細かな研修をさせて頂きます。ローカルスタッフの皆様にきめ細かな研修をさせて頂きます。

企業の生産性は、機械のメンテナンスで決まると言っても過言ではありません。企業の生産性は、機械のメンテナンスで決まると言っても過言ではありません。
THKTHKはタイにおいてはタイにおいてTHKTHK製品をご利用頂いておりますお客様に対し、生産現場の社員の皆様製品をご利用頂いておりますお客様に対し、生産現場の社員の皆様
を対象とするメンテナンス教育をサポートさせて頂きたいと考えております。を対象とするメンテナンス教育をサポートさせて頂きたいと考えております。
生産現場でお悩みの問題点や頻発する設備トラブルをお客様と一緒に解決し、再発予防の生産現場でお悩みの問題点や頻発する設備トラブルをお客様と一緒に解決し、再発予防の
ための提案をさせて頂きます。（日本語及びタイ語にて実施いたします。）ための提案をさせて頂きます。（日本語及びタイ語にて実施いたします。）

【【主な研修内容主な研修内容】】
故障や事故を未然に防ぐための基礎知識故障や事故を未然に防ぐための基礎知識
部品の「異常」を発見する方法（フレーキング、圧こん部品の「異常」を発見する方法（フレーキング、圧こん等）等）
部品交換時期の見極め方部品交換時期の見極め方
潤滑剤の正しい選択・補給・取替え方法潤滑剤の正しい選択・補給・取替え方法
その他、具体的にお困りの点をご遠慮なくご相談下さい。その他、具体的にお困りの点をご遠慮なくご相談下さい。
お客様のご要望に合わせたトレーニング内容を準備させて頂きます。お客様のご要望に合わせたトレーニング内容を準備させて頂きます。

【【実施時期実施時期】】
20142014年年33月月1717日（月）日（月）～～ 44月月44日（金）の間でご希望に合わせて日程を調整させて頂きます。日（金）の間でご希望に合わせて日程を調整させて頂きます。
研修は無料です。研修は無料です。THKTHKからお伺いし実施致しますので、お気軽にからお伺いし実施致しますので、お気軽にTHKTHKタイ事務所にお問い合わタイ事務所にお問い合わ
せ下さい。せ下さい。

「メンテナンス研修」以外にも、「メンテナンス研修」以外にも、THKTHKではではASEANASEANエリアにおいてエリアにおいて
サポート体制を充実して参ります。今後ともご期待下さい！サポート体制を充実して参ります。今後ともご期待下さい！

無料開催!!無料開催無料開催!!!!

ASEAN Customer SupportASEAN Customer Support

http://www.thk.com/thhttp://www.thk.com/th

メンテナンス方法が解らず、お困りではありませんか？メンテナンス方法が解らず、お困りではありませんか？



Are you troubled by when and how to maintain Are you troubled by when and how to maintain 
your machine to avoid breakdowns?your machine to avoid breakdowns?

Contact:Contact:
THK Thailand THK Thailand 
Bangna Tower,Tower A #1701 2/3 M.14 BangnaBangna Tower,Tower A #1701 2/3 M.14 Bangna--Trad Highway Km 6.5,Trad Highway Km 6.5,
Bangkaew,Bangplee,Samutprakarn 10540 ThailandBangkaew,Bangplee,Samutprakarn 10540 Thailand
Tel:+66Tel:+66--00--27512751--3001 / Fax:+663001 / Fax:+66--00--27512751--30033003

Ms. Narinthip SrichaiMs. Narinthip Srichai Mr. Yoshihiro Kuroda <Japanese>Mr. Yoshihiro Kuroda <Japanese>
ee--mail: narinthip.s@thkth.commail: narinthip.s@thkth.com ee--mail: y.kuroda@thk.co.jpmail: y.kuroda@thk.co.jp

THK engineering staff will advise the THK engineering staff will advise the 
Maintenance  KnowMaintenance  Know--How at your production facility!How at your production facility!

Machine maintenance is vital for production efficiency and stabiMachine maintenance is vital for production efficiency and stability.  lity.  
Experienced THK Engineer available to advise/assist your local mExperienced THK Engineer available to advise/assist your local maintenance staffs directly.aintenance staffs directly.
(Training available by Thai and Japanese.)(Training available by Thai and Japanese.)

【【Training contentsTraining contents】】
Basic maintenance to reduce breakdown potentialsBasic maintenance to reduce breakdown potentials
Identify warning signs (Flaking, indentation, etc.) Identify warning signs (Flaking, indentation, etc.) 
When and how to replace partsWhen and how to replace parts
When and how to change grease/lubricants.  When and how to change grease/lubricants.  
Any other concerns/questions can be answered.  Any other concerns/questions can be answered.  
Please contact us directly to discuss required training topics. Please contact us directly to discuss required training topics. 

【【ScheduleSchedule】】
Available dates between  3/17 Available dates between  3/17 –– 4/4/2014, Monday to Friday.4/4/2014, Monday to Friday.
Please feel free to contact to THK office for training arrangemePlease feel free to contact to THK office for training arrangement.nt.

Throughout ASEAN countries, THK will offer various Throughout ASEAN countries, THK will offer various 
support/training events in the future, please follow our latest support/training events in the future, please follow our latest news!  news!  

Basic Maintenance Training ProgramBasic Maintenance Training Program
by THK Technical Engineering Staff (On-site Training)

Free Service!!Free Service!!Free Service!!

ASEAN Customer SupportASEAN Customer Support

http://www.thk.com/thhttp://www.thk.com/th


