
 

 

 

 

 

 

 

この度、広く「ものづくり」に従事されている上智大学卒業生

ア会 Monozukuri industry Alumni Association f

年代、業種

共栄を図り、産学連携の一翼を担いたいとの考えの下、新たな職種系ソフィア会として

のです。是非とも、ご入会頂きたく、ご案内を申し上げます。

 

◆ 事業内容

１）会員相互の交流会・研究会・講演会の開催

２）産学連携の推進に対する支援

３）上智大学ものづくり教育に対する支援

４）上智大学在学生の就職相談・支援

５）メールニュースの発行

６）その他目的達成のために必要な事業

 

◆ ものづくり

単なる製造プロセスを指すのではなく、

企画、構想、研究開発、設計、製造、評価、

販売、サービスといった「ものづくり」に

関わる

 

◆ ご入会方法

 ご入会をご希望される場合は、

折り返し

 

ご入会金

 

※ご入会費は終身会費と

※都度開催致します会合においては、当日参加費を別途徴収させて頂きます。

 

お問合せ先：橘

 

この度、広く「ものづくり」に従事されている上智大学卒業生

Monozukuri industry Alumni Association f

年代、業種、文理を問わず、広くものづくりにご活躍中の

共栄を図り、産学連携の一翼を担いたいとの考えの下、新たな職種系ソフィア会として

のです。是非とも、ご入会頂きたく、ご案内を申し上げます。

事業内容 

１）会員相互の交流会・研究会・講演会の開催

２）産学連携の推進に対する支援

３）上智大学ものづくり教育に対する支援

４）上智大学在学生の就職相談・支援

５）メールニュースの発行

６）その他目的達成のために必要な事業

ものづくり と

単なる製造プロセスを指すのではなく、

企画、構想、研究開発、設計、製造、評価、

販売、サービスといった「ものづくり」に

関わる全てのプロセスの総称である。

ご入会方法 

ご入会をご希望される場合は、

折り返しお申込み用紙をお送り致します。

ご入会金 ： ７，０００円

※ご入会費は終身会費と

※都度開催致します会合においては、当日参加費を別途徴収させて頂きます。

お問合せ先：橘 泰伺

この度、広く「ものづくり」に従事されている上智大学卒業生

Monozukuri industry Alumni Association f

を問わず、広くものづくりにご活躍中の

共栄を図り、産学連携の一翼を担いたいとの考えの下、新たな職種系ソフィア会として

のです。是非とも、ご入会頂きたく、ご案内を申し上げます。

１）会員相互の交流会・研究会・講演会の開催

２）産学連携の推進に対する支援

３）上智大学ものづくり教育に対する支援

４）上智大学在学生の就職相談・支援

５）メールニュースの発行 

６）その他目的達成のために必要な事業

とは、 

単なる製造プロセスを指すのではなく、

企画、構想、研究開発、設計、製造、評価、

販売、サービスといった「ものづくり」に

のプロセスの総称である。

ご入会をご希望される場合は、

申込み用紙をお送り致します。

７，０００円 

※ご入会費は終身会費となり、以降年会費は発生致しません。

※都度開催致します会合においては、当日参加費を別途徴収させて頂きます。

泰伺    tachibn@mmc.co.jp

 

この度、広く「ものづくり」に従事されている上智大学卒業生

Monozukuri industry Alumni Association f

を問わず、広くものづくりにご活躍中の

共栄を図り、産学連携の一翼を担いたいとの考えの下、新たな職種系ソフィア会として

のです。是非とも、ご入会頂きたく、ご案内を申し上げます。

１）会員相互の交流会・研究会・講演会の開催

２）産学連携の推進に対する支援 

３）上智大学ものづくり教育に対する支援

４）上智大学在学生の就職相談・支援

 

６）その他目的達成のために必要な事業

単なる製造プロセスを指すのではなく、

企画、構想、研究開発、設計、製造、評価、

販売、サービスといった「ものづくり」に

のプロセスの総称である。

ご入会をご希望される場合は、以下のお問合せ先へメールにてご連絡を下さい。

申込み用紙をお送り致します。

 

なり、以降年会費は発生致しません。

※都度開催致します会合においては、当日参加費を別途徴収させて頂きます。

tachibn@mmc.co.jp

 

Monozukuri 

この度、広く「ものづくり」に従事されている上智大学卒業生

Monozukuri industry Alumni Association for Sop

を問わず、広くものづくりにご活躍中の

共栄を図り、産学連携の一翼を担いたいとの考えの下、新たな職種系ソフィア会として

のです。是非とも、ご入会頂きたく、ご案内を申し上げます。

１）会員相互の交流会・研究会・講演会の開催 

３）上智大学ものづくり教育に対する支援 

４）上智大学在学生の就職相談・支援 

６）その他目的達成のために必要な事業 

単なる製造プロセスを指すのではなく、 

企画、構想、研究開発、設計、製造、評価、 

販売、サービスといった「ものづくり」に 

のプロセスの総称である。 

以下のお問合せ先へメールにてご連絡を下さい。

申込み用紙をお送り致します。 

なり、以降年会費は発生致しません。

※都度開催致します会合においては、当日参加費を別途徴収させて頂きます。

tachibn@mmc.co.jp 

ukuri industry

この度、広く「ものづくり」に従事されている上智大学卒業生

or Sophians (MAAS)

を問わず、広くものづくりにご活躍中のソフィアンが集い、母校との繋がりと

共栄を図り、産学連携の一翼を担いたいとの考えの下、新たな職種系ソフィア会として

のです。是非とも、ご入会頂きたく、ご案内を申し上げます。 

以下のお問合せ先へメールにてご連絡を下さい。

なり、以降年会費は発生致しません。

※都度開催致します会合においては、当日参加費を別途徴収させて頂きます。

ndustry Alumni Association for Sop

この度、広く「ものづくり」に従事されている上智大学卒業生を中心とする「

ians (MAAS)」が

ソフィアンが集い、母校との繋がりと

共栄を図り、産学連携の一翼を担いたいとの考えの下、新たな職種系ソフィア会として

 

以下のお問合せ先へメールにてご連絡を下さい。

なり、以降年会費は発生致しません。 

※都度開催致します会合においては、当日参加費を別途徴収させて頂きます。

Alumni Association for Sop

を中心とする「ものづくりソフィ

が発足致しました

ソフィアンが集い、母校との繋がりと

共栄を図り、産学連携の一翼を担いたいとの考えの下、新たな職種系ソフィア会として

以下のお問合せ先へメールにてご連絡を下さい。

※都度開催致します会合においては、当日参加費を別途徴収させて頂きます。 

Alumni Association for Sop

ものづくりソフィ

致しました。 

ソフィアンが集い、母校との繋がりと

共栄を図り、産学連携の一翼を担いたいとの考えの下、新たな職種系ソフィア会として設立したも

以下のお問合せ先へメールにてご連絡を下さい。 

Alumni Association for Sophians 

ものづくりソフィ

ソフィアンが集い、母校との繋がりと

したも

ians  



活動風景

役員一覧

会長 

名誉顧問

副会長 

副会長 

監事 

総務幹事

広報幹事

会計幹事

 

風景 

役員一覧 

  

名誉顧問 （株）商工経済新聞社

 ダイジェット工業（株）

 三菱日立

 松下工機（株）

総務幹事 三菱マテリアル（株）

広報幹事 三菱マテリアル（株）

会計幹事 三菱マテリアル（株）

 

（株）商工経済新聞社

ダイジェット工業（株）

日立ツール（株）

松下工機（株） 

三菱マテリアル（株）

三菱マテリアル（株）

三菱マテリアル（株）

 

（株）商工経済新聞社 

ダイジェット工業（株） 

（株） 

 

三菱マテリアル（株） 

三菱マテリアル（株） 

三菱マテリアル（株） 

 清水 伸二

 市原 信 

 生悦住 歩

 増田 照彦

 松下 幸輝

 橘 泰伺 

 中林 晋也

 弦巻 優矢

第 1

 

伸二   上智大学

    編集部部長

歩   取締役社長

照彦   取締役社長

幸輝   取締役社長

 

晋也 

優矢 

1 回 

 

上智大学名誉教授

編集部部長 

取締役社長 

取締役社長 

取締役社長 

 

 

 

名誉教授 （1971 

 （1957 

 （1985 

 （1975 

 （1989 

 （1997 

 （1998

 （2013

懇親会 

1971 理機卒）

1957 文新卒）

1985 経経卒）

1975 外英卒）

1989 経経卒）

1997 理機卒）

1998 理機卒）

2013 理機卒）

以上

 

第２回

理機卒） 

文新卒） 

経経卒） 

外英卒） 

経経卒） 

理機卒） 

理機卒） 

理機卒） 

以上 

回 


