
営業企画部からのお知らせ

だより総 務 部総 務 部
　管理部総務経理課の秦です。3月に入り寒さも和らぎ過ごしや
すい日が多くなりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。これから
の季節出かけることは楽しみなのですが、先月からインフルエン
ザに加え新型コロナウイルスの感染が広がっています。こまめに
手洗いうがいをすることや咳エチケットを守って予防を心掛けま
しょう。また体の調子がいつもと違うと感じたら無理をせずゆっく
り休むようにしましょう。私はお花見に行く予定でいましたが今年
は状況を見ながら万一に備えて無理のない範囲で行動しようと

思います。これを機に家の中で熱中できることを見つけられたら
とも思っています。
　さて4月から新年度がスタートし本号で紹介させていただいて
おります通り弊社にも新入社員が入社します。皆様のところにご挨
拶に伺うことがあるかと思いますのでよろしくお願いいたします。
　暖かい日が増えると昼間に眠くなったり花粉症の症状が辛くな
ったりと集中力が低下しますが、適度に休憩をはさみリフレッシュ
しながらお仕事頑張っていきましょう！

こんにちは、第二営業部　伊藤です。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
今回は30年永年勤続にあたり、私の想いを掲載させて頂きます。
　平成元年入社以来、仕事やお付き合いの場で数え切れない
多くの方 と々出会いました。良き先輩のご指導と良き同僚に恵ま
れた事。そして取引先様のたくさんの人たちに多くの事を教わり
ました。そして我が社の社員を思いやる社風のおかげでここまでこられました。
本当に心から感謝しています。

　私が営業部に配属された時は右も左もわからず、
先輩諸氏のあとをついて歩く事が精一杯でした。挨
拶の基本から始まり、対応の仕方、言葉遣いなどまで
丁寧にご指導をいただきました。一人で営業に出始
めた頃はお客様の注文とは別の商品を納品するとい
うミスを犯し、ひどく叱られた私は意気消沈していま
した。上司、先輩とお客様へお詫びに行った帰りに二
人から「叱られた時こそチャンスだ、これをバネにが
んばれ」と激励されたのです。叱られる事を覚悟して
いた私はこの言葉で「よしやるぞ」と心を新たにしま

した。このような社員思いの会社
に勤めることができ、私は大変
幸せに思っております。
　ここまでただ無我夢中で仕事
して参りました。今日の会社の発
展を見る喜びと同時に30年前

を思い出し、これからも弛まぬ努力を致す所存です。
今後、より一層のご指導ご協力を賜りますよう、よろし
くお願い申しあげます。
　私事ですが永年勤続30年の特別休暇を3日間
取らせて頂き、和歌山県へ旅行に行ってまいりました。
和歌山城、アドベンチャーワールド、熊野三山といわれる熊野本宮大社、熊
野那智大社、熊野速玉大社、そして那智の滝です。連日の雨の影響で水量も
多く、1年でも希に見る美しい滝でした。そしてここ那智の滝は、今年行われる、
オリンピックの聖火ランナ－のゴ－ル地になっているそうです。
　この3日間の旅行で気分もリフレッシュすることができ、これからも更に
頑張っていこうと決意を新たにいたしました。皆様、今後ともご指導の程、
よろしくお願い致します。

2020年度
新入社員紹介

よろしくお願いいたします。

新鮮力!!

出　　身：三重県桑名市
出身大学：至学館大学
趣　　味：スポーツ観戦
好きな事、好きな物：甘い物を食べること
入社後の抱負：１日１日大切にして元気に頑張ります。

 佐藤  圭佑   （名古屋営業所）
さとう けいすけ

出　　身：愛知県犬山市
出身大学：愛知学院大学
趣　　味：旅行
好きな事、好きな物：海鮮料理
入社後の抱負：1日でも早く戦力として働けるように、精一杯
　　　　　　　努力します。

 大竹  駿平   （豊川営業所）
おおたけ しゅんぺい

出　　身：愛知県一宮市
出身大学：至学館大学
趣　　味：サッカー観戦
入社後の抱負：与えられた仕事に全力で取り組み、日々成長
　　　　　　　していきたいと思います。

 内田  健太郎   （三河営業所）
うちだ けんたろう

永年勤続30年のご挨拶

エイターナスは空気との反応だけで電力を発生する画期的な
一次電池です。
災害・非常時用に備えてみてはいかがでしょうか？
詳しくは当社営業マンまでお問い合わせ下さい。

2020中部パック
4月22日に開幕ポートメッセ

な ご や で

　「2020中部パック」
（主催＝中部包装食品
機械工業会)は、『新時
代へ‐食と包装2020』
をテーマに４月22日
（水）から25日（土）まで
の４日間、ポートメッセ
なごやを会場に開催さ
れる。
　中部パックは、包装・
食品・製パン製菓・物流機械、衛生・環境・検査機
器・包装資材、食品材料などの総合展で、中部地区
最大の産業イベントとして熱い期待が寄せられて
いる。
　主な出品対象は、包装機械、製パン製菓機械、食
品機械、粉体製造・プロセス機器、計装・測定、ラボ
機器、材料・エンジニアリング・情報・その他、物流
機械、包装関連機器、包装資材、食品材料、環境関
連機器、情報・出版物など。
　今回は、深刻化する人手不足に対応するための最
新システムや製品を強くアピール。ロボットの導入に
よるメリットも深彫する。また、引続き『６次産業化推
進』、『マルシェ』のコーナー、来場者の満足度をさら
に高めるための「特別講演会」を企画している。
　問合せ先＝事務局☎０５２（４５２）３１６１。
　http://www.chubupack.or.jp

　イマオコーポレーションはこのほど、効率的な

段取り替えを実現する「アシストアクチュエータ」、

および「アシストインジケーター（イーサネット対

応タイプ）」の販売を開始した。

　これらの製品により、生産ラインの安心・確実な

段取り替えが実現できる。また、それぞれ取り付け

の互換性があり、段取り替え頻度に応じて柔軟な

使い分けが可能である。各種産業用ネットワーク

（フィールドバス・産業用イーサネット）に対応し

ている。

　「アシストアク

チュエータ」は、全

自動位置決め用

ネットワーク対応

コンパクトアク

チュエータ。取り付

けしやすい省ス

ペース設計で、内蔵

のモーター駆動に

よる自動段取り替

えが可能。大規模な

段取り替えがある

場合に最適である。

　「アシストインジ

ケーター イーサ

ネット対応タイプ」

は、手動による安

心・確実な段取り替

えをナビゲートす

るインジケーター。

目標値／実測値をデジタル表示し、確実な段取り

替え作業の見える化を実現する。段取り替え時間

の削減はもちろんのこと、ＬＥＤの色で各インジ

ケーターの状況が把握できるので、工程のポカミ

スも回避できる。一日に複数回の段取り替えがあ

る場合に最適である。

イマオコーポレーション

効率的な段取り替えを実現
「アシストアクチュエータ」
「アシストインジケーター」

（イーサネット対応タイプ）

　工機ホールディ

ングスは、業界最速

のねじ締め速度を

実現した「ねじ打

機」と、トップクラ

スの低騒音を実現

した「エアコンプ

レッサ」を同時に発

売した。

　同社は、電動工

具・理化学機器を

製造・販売。この程、

電動工具ブランド

「ＨｉＫＯＫＩ（ハイコーキ）」から「ねじ打機」の

新製品「高圧ねじ打機　ＷＦ　４ＨＳ」と「ねじ

打機　ＷＦ　４ＡＳ」を２０２０年３月５日（木）

より、「エアコンプレッサ」の新製品「エアコンプ

レッサ　ＥＣ　１４４５Ｈ３　（ＣＴＮ）／（ＣＳ）

／（ＣＮ）」（３月発売予定）を、全国の電動工具取扱

販売店などを通じて発売する。

　「ねじ打機」は、主に住宅建築で内装用石膏ボー

ドを天井や壁に貼る作業に用いられる工具で、動

力源としての圧縮空気を発生させる装置「エアコ

ンプレッサ」とセットで使用。大量のねじを素早く

締める必要があることから、安定した高い操作性

と使い易さが求められる。

　「ＷＦ　４ＨＳ」「ＷＦ　４ＡＳ」は、業界最速の

ねじ締め速度を実現したねじ打機で、同社の従来

製品に比べ、ＷＦ　４ＨＳは、約１．７倍、ＷＦ　４

ＡＳは約１．２倍ねじ締め速度が速くなった。また、

以前より好評を得ている軽量とバランスの良さを

活かしつつ、ねじ締め速度を上げたことで、打つよ

うなスピード感でテンポ良くねじ打ち作業ができ

る。さらに、打込み時の反動を低減させたことで、

軽い押付けでも安定した作業が可能。また、マフラ

の交換などメンテナンスが楽に行えるよう設計さ

れているほか、ビッド交換の際に分解を必要とし

ない構造となっており、使い易さが向上した。

工機ホールディングス

業界最速のねじ締め速度を実現

「ねじ打機」を発売
トップクラスの低騒音を実現した
「エアコンプレッサ」も発売

全自動位置決め用
アクチュエーター

手動による段取り替えをナビ
ゲートするインジケーター
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 名古屋市天白区島田2-516
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　オーエスジーは、“shaping your 

dreams～お客様の夢をカタチに」

をテーマに「Ａブランド」を展開して

いる。

　加工革命を巻きおこすプレミアム

な存在でありたい。そんな妥協のな

い信念から生まれたのが「Ａブラン

ド」。そこには、世界のモノづくりを

支えるこだわりとプライドが息づい

ている。

　ここでは「Ａブランド」の新製品、

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル

高能率型４刃「ＡＥ－ＢＭ－Ｈ」と

高精度仕上げ用２刃「ＡＥ－ＢＤ－Ｈ」

を紹介。

　高いボールＲ精度で高硬度鋼向け

超耐熱性・高じん性の革新的デュ―

ロレイコートを採用した。デューロ

レイコートはＳｉＣ含有の超耐熱層

と超微細ナノ周期積層構造によっ

て、高い耐熱性と耐摩耗性を有しつ

つ、優れたじん性を発揮する。

　「ＡＥ－ＢＭ－Ｈ」は強スパイラル

形状で切削抵抗を低減し、長寿命の

安定加工を実現。先端部中心の２枚

刃で平坦部加工時むしれを抑制し加

工面精度を向上し、優れたボールＲ精度で荒から

中仕上げまで適応が可能。不等分割でびびり振動

の抑制をすることができる。 

　一方「ＡＥ－ＢＤ－Ｈ」は、可変ネガスパイラル

ギャッシュで先端部は強ネガでチッピングを抑

制、外周部に向け弱ネガで切れ味を確保しつつ弱

ねじれと組み合わせ耐チッピング性を向上させ

ている。優れたボールＲ精度とシャンク精度。

コーティングの平滑化で加工面精度も向上させ

ている。

　さらに２月末には、高精度仕上げ用2刃ロン

グネックタイプ「ＡＥ－ＬＮＢＤ－Ｈ」を発売

した。

　豊栄産業の「ガッ

ティークリーナー

Ａ」が注目を集めて

いる。

　「ガッティーク

リーナーＡ」は、タイ

トな仕事が求められ

る測定の現場にスムーズな動きで生産性の向上が

得られるクリーナーとして注目を集めている。

　▽定盤上の動きがひと拭きで滑らかに＝1ミク

ロン以下の潤滑油膜をコート。

　▽汚れ・ホコリ・指紋もまとめて除去＝丈夫な特

殊不織布を使用。

　▽メンテナンスを手軽に大幅な時間短縮＝1枚

で測定器の隅々まで拭ける。

　▽３次元測定器・ノギス・各種ゲージなど幅広く

使える＝石定盤・金属部品などに最適。

　また、特長としてノギスやピンゲージなど精密

な金属同士のすり合わせにおいて、皮脂・ホコリの

除去はもちろん精密測定機器に残留する「防錆潤

滑被膜」は、錆による固着を予防するだけでなく、

潤滑作用によって「スルッ」とした滑らかな動きを

実感頂けるよう設計している。

　クリーナーＡの洗浄液の特徴は、洗浄成分、指紋

除去成分を配合。さらに防錆潤滑成分を配合して

いる。潤滑成分で滑りを良くすることで作業性の

向上が図れるほか、一般的な測定機器洗浄に用い

られる無水アルコール（エタノール）と違い、防錆

成分を配合することで拭いた直後の錆の発生を防

止する。

オーエスジー

“Aブランド”待望の新製品

AE-BM-H・AE-BD-H・AE-LNBD-H
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル

豊栄産業

生産性向上に役立つ
ガッティークリーナーＡ

ガッティークリーナーＡ

定盤上の動きがひと拭きで滑らかに

日東工器

ねじ締め作業の軽減･安定性図る

「トルクリアクションアーム」本格発売
電動ドライバ「デルボ」用アクセサリ

　やまわエンジニアリン

グサービスは、好評発売

中の究極のマシンタップ

シリーズ『Ｚ‐ＰＲＯ

（ズィー・プロ）シリーズ』

の「ＶＵＳＰ」（止り穴用

コーティングスパイラル

タップ）、「ＶＵＰＯ」（通

り穴用コーティングポイ

ントタップ）を対象に『Ｖ

ＵＳＰ／ＶＵＰＯ　１＋

Ｗキャンペーン』を現在

実施している。

　このキャンペーンでは、ＶＵＳＰ／ＶＵＰＯい

ずれか一本以上を購入すると、同サイズの製品を

プレゼント、また、申込書にある加工データシート

に加工結果を記入し使用情報を提供すると、さら

に同サイズの製品がプレゼントされるというＷ

サービスのキャンペーン。

　『Ｚ‐ＰＲＯシリーズ』は、水溶性切削油剤加工に

特化したコーティングタップで、切れ味抜群。高性

能マシニングセンタによる加工には最適である。

発売以来使い手の評価はグングン上がり、販売実

績も好調な伸びであることから同社では思い

切ったキャンペーンを打ったもの。「これを機会

に是非、同製品を体感、実感して優位に加工作業

を進めていただきたい」とキャンペーンに全力投

球している。

　なお、キャンペーン期間は４月30日までで先着

1,000本と限定されている。

　日東工器は、電動ドライバ「デルボ」に取り付け

て使用する「トルクリアクションアーム」の3機種

を3月2日より本格発売した。

　電動ドライバを用いたねじ締め作業の際に、ド

ライバからの反力により作業者の手首や腕に負荷

がかかってしまう。従来の天井から吊り下げて使

用する「バランスエース」、「リトラクタ」はドライ

バの重さを軽減させていたが、「トルクリアクショ

ンアーム」はねじ締めの反力を軽減させると共に、

ドライバの垂直保持が可能である。同製品がライ

ンナップしたことで、よりねじ締め作業の軽減な

らびに安定性、信頼性の向上が図れる。

やまわエンジニアリングサービス

究極のマシンタップシリーズ『Ｚ‐ＰＲＯ』

VUSP/VUPO １＋Ｗキャンペーン
４月30日まで先着1,000本限定
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用語イミ アクティブユーザー
　アクティブユーザー（Ａｃｔｉｖｅ Ｕｓｅｒ）
はネットサービスの登録会員で頻繁に
サービスを活用している人を指す。た
だし厳密に何を対象として「アクティ
ブ」とするかは企業・サービスによって
異なる。ＡＵと略して表現する事も多い。

マーケティングオートメーション
　Ｗｅｂマーケティングにおける技術の一つで、顧客
（見込み客含む）にスコアや分類を付与しその条件に
合致した施策を自動的に行うこと、あるいはその仕組
みのこと。ＭＡと略して呼ばれる事も多い。

 【特長】

▽反力低減＝ねじ締め

時の反力を低減させ、

作業者への負荷を軽

減する。

▽製品に対して垂直締

め付け可能（テレス

コープタイプは除

く）＝「スイングタイ

プ」「スライドタイ

プ」は、ドライバの垂

直・水平が保持でき

るため、ねじ締め時

の傾きによるねじ締

めや位置ずれを防ぎ、ねじ締め晶質の向上に貢

献する。

▽設置性の良い低背タイプ（テレスコープタイプ

は除く）＝スタンド高さが550mmと低く、設置

がしやすい。

　なお、標準価格はスイングタイプが134,000円

（税別）、スライドタイプは164,300円（税別）、テレ

スコープタイプが89,300円（税別）となっている。

 【仕様】トルクリアクションアーム

型式 DRA-SW-650(スイングタイプ) 

全高 550mm 

重量 4.2kg 

最高可動半径※1 R650mm(アーム角30時) 

上下ストローク※2 100mm(150※3) 

スライド量  250mm

適合ドライバ径 φ30～φ52mm 

最大ドライバ重量 1.0㎏ 

適用ドライバ  デルボ全機種 

※1  φ52mm取付け時

※2  DLV70A取付け時

※3  ストローク延長セット使用時

　「ポイントマイク

ロでは不十分と思っ

ている方へ」--板厚

確認の新スタンダー

ド「アツヨシ」が開

発・発売され注目を

集めている。

　カナエ工業（本社

＝静岡県冨士宮市）

の発売した板厚確

認器「アツヨシ」は、現場のニーズに応えた驚きの

特長。

▽部品を切らずに奥まで測れる。

▽スライドさせて連続測定できる。

▽ボール形状の測定子で、素早く滑らかに測定で

　きる。

▽作業者による測定値のバラツキが少ない。

▽ポイントマイクロよりも懐が深いので製品を切

　らずに測れる。

▽測定子が厚さに追従するので狙ったエリアの板

　減ポイントを見落とす心配がなく素早く確認す

　ることができる。

▽作業時間も大幅に短縮できる。

 【仕様】
▽最小表示量＝0･01㍉

▽測定範囲＝20㍉

▽型式＝AT-44-AN01（ニードル仕様）、

　　　　AT-44-AB01（ボール仕様）。

　アルミ素材の削り出しで造り込んでいる。軽量

かつ頑丈で錆びにくいなどの利点があり長年使用

できる。より精度の高い測定の必要な品質保証、測

定部署に推奨できる。

　測定範囲の10㍉Type-S、AT-44-SB01（ボール

仕様）、スチール素材で製造現場内でも活躍の型番

も用意。

　ダイジェット工業

はこの度、好評の小径

多刃・高能率加工用

工具「QMミル」に肩

削り用インサート

（ZOMT-PL形）を

追加発売した。

　新製品名称＝QMミル肩削り用インサート

ZOMT-PL形（材種JC8050、JC8118）

・開発の経緯＝肩削り用インサートのさらなる加工性

能向上と幅広い被削材への対応を目的として、主力

製品の高能率加工用工具「QM マックス」と同様、

PLブレーカー採用の新インサートを発売した。

 【特長】
・底面、側面の荒～中仕上げ加工領域をカバーす

る肩削り用黒皮級インサート。

・外周切れ刃は、3D ブレーカー形状による低切

削抵抗刃形と大きな曲線形状を採用し、側面加

工時のピックの重なり部が滑らかとなり、良好

な加工精度とたおれ量が得られる。

・インサート材種は汎用性の高いPVD コーティ

ング材種「JC8118」に加え、ステンレス鋼や

炭素鋼・工具鋼の強断続加工に最適なPVD 

コーティング 材種「JC8050」をラインナップ。

 【主用途】
・炭素鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、ステ

ンレス鋼などの肩削り、平面削り

 【サイズ・価格】
・形番：ZOMT-PL形（ステンレス鋼・鋼用）

インサート材種：JC8050、JC8118

　※それぞれコーナR0.2、R0.4、R0.8 を揃える

　（計6形番）

・標準価格：740円（税抜き）

・発売開始日：2020年3月4日

カナエ工業

板厚確認器「アツヨシ」
板厚確認の新スタンダード

現場ニーズに応えた驚きの特長

ダイジェット工業

ラインナップ拡張、3月４日発売
「QMミルシリーズ」
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　オーエスジーは、“shaping your 

dreams～お客様の夢をカタチに」

をテーマに「Ａブランド」を展開して

いる。

　加工革命を巻きおこすプレミアム

な存在でありたい。そんな妥協のな

い信念から生まれたのが「Ａブラン

ド」。そこには、世界のモノづくりを

支えるこだわりとプライドが息づい

ている。

　ここでは「Ａブランド」の新製品、

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル

高能率型４刃「ＡＥ－ＢＭ－Ｈ」と

高精度仕上げ用２刃「ＡＥ－ＢＤ－Ｈ」

を紹介。

　高いボールＲ精度で高硬度鋼向け

超耐熱性・高じん性の革新的デュ―

ロレイコートを採用した。デューロ

レイコートはＳｉＣ含有の超耐熱層

と超微細ナノ周期積層構造によっ

て、高い耐熱性と耐摩耗性を有しつ

つ、優れたじん性を発揮する。

　「ＡＥ－ＢＭ－Ｈ」は強スパイラル

形状で切削抵抗を低減し、長寿命の

安定加工を実現。先端部中心の２枚

刃で平坦部加工時むしれを抑制し加

工面精度を向上し、優れたボールＲ精度で荒から

中仕上げまで適応が可能。不等分割でびびり振動

の抑制をすることができる。 

　一方「ＡＥ－ＢＤ－Ｈ」は、可変ネガスパイラル

ギャッシュで先端部は強ネガでチッピングを抑

制、外周部に向け弱ネガで切れ味を確保しつつ弱

ねじれと組み合わせ耐チッピング性を向上させ

ている。優れたボールＲ精度とシャンク精度。

コーティングの平滑化で加工面精度も向上させ

ている。

　さらに２月末には、高精度仕上げ用2刃ロン

グネックタイプ「ＡＥ－ＬＮＢＤ－Ｈ」を発売

した。

　豊栄産業の「ガッ

ティークリーナー

Ａ」が注目を集めて

いる。

　「ガッティーク

リーナーＡ」は、タイ

トな仕事が求められ

る測定の現場にスムーズな動きで生産性の向上が

得られるクリーナーとして注目を集めている。

　▽定盤上の動きがひと拭きで滑らかに＝1ミク

ロン以下の潤滑油膜をコート。

　▽汚れ・ホコリ・指紋もまとめて除去＝丈夫な特

殊不織布を使用。

　▽メンテナンスを手軽に大幅な時間短縮＝1枚

で測定器の隅々まで拭ける。

　▽３次元測定器・ノギス・各種ゲージなど幅広く

使える＝石定盤・金属部品などに最適。

　また、特長としてノギスやピンゲージなど精密

な金属同士のすり合わせにおいて、皮脂・ホコリの

除去はもちろん精密測定機器に残留する「防錆潤

滑被膜」は、錆による固着を予防するだけでなく、

潤滑作用によって「スルッ」とした滑らかな動きを

実感頂けるよう設計している。

　クリーナーＡの洗浄液の特徴は、洗浄成分、指紋

除去成分を配合。さらに防錆潤滑成分を配合して

いる。潤滑成分で滑りを良くすることで作業性の

向上が図れるほか、一般的な測定機器洗浄に用い

られる無水アルコール（エタノール）と違い、防錆

成分を配合することで拭いた直後の錆の発生を防

止する。

オーエスジー

“Aブランド”待望の新製品

AE-BM-H・AE-BD-H・AE-LNBD-H
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル

豊栄産業

生産性向上に役立つ
ガッティークリーナーＡ

ガッティークリーナーＡ

定盤上の動きがひと拭きで滑らかに

日東工器

ねじ締め作業の軽減･安定性図る

「トルクリアクションアーム」本格発売
電動ドライバ「デルボ」用アクセサリ

　やまわエンジニアリン

グサービスは、好評発売

中の究極のマシンタップ

シリーズ『Ｚ‐ＰＲＯ

（ズィー・プロ）シリーズ』

の「ＶＵＳＰ」（止り穴用

コーティングスパイラル

タップ）、「ＶＵＰＯ」（通

り穴用コーティングポイ

ントタップ）を対象に『Ｖ

ＵＳＰ／ＶＵＰＯ　１＋

Ｗキャンペーン』を現在

実施している。

　このキャンペーンでは、ＶＵＳＰ／ＶＵＰＯい

ずれか一本以上を購入すると、同サイズの製品を

プレゼント、また、申込書にある加工データシート

に加工結果を記入し使用情報を提供すると、さら

に同サイズの製品がプレゼントされるというＷ

サービスのキャンペーン。

　『Ｚ‐ＰＲＯシリーズ』は、水溶性切削油剤加工に

特化したコーティングタップで、切れ味抜群。高性

能マシニングセンタによる加工には最適である。

発売以来使い手の評価はグングン上がり、販売実

績も好調な伸びであることから同社では思い

切ったキャンペーンを打ったもの。「これを機会

に是非、同製品を体感、実感して優位に加工作業

を進めていただきたい」とキャンペーンに全力投

球している。

　なお、キャンペーン期間は４月30日までで先着

1,000本と限定されている。

　日東工器は、電動ドライバ「デルボ」に取り付け

て使用する「トルクリアクションアーム」の3機種

を3月2日より本格発売した。

　電動ドライバを用いたねじ締め作業の際に、ド

ライバからの反力により作業者の手首や腕に負荷

がかかってしまう。従来の天井から吊り下げて使

用する「バランスエース」、「リトラクタ」はドライ

バの重さを軽減させていたが、「トルクリアクショ

ンアーム」はねじ締めの反力を軽減させると共に、

ドライバの垂直保持が可能である。同製品がライ

ンナップしたことで、よりねじ締め作業の軽減な

らびに安定性、信頼性の向上が図れる。

やまわエンジニアリングサービス

究極のマシンタップシリーズ『Ｚ‐ＰＲＯ』

VUSP/VUPO １＋Ｗキャンペーン
４月30日まで先着1,000本限定
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用語イミ アクティブユーザー
　アクティブユーザー（Ａｃｔｉｖｅ Ｕｓｅｒ）
はネットサービスの登録会員で頻繁に
サービスを活用している人を指す。た
だし厳密に何を対象として「アクティ
ブ」とするかは企業・サービスによって
異なる。ＡＵと略して表現する事も多い。

マーケティングオートメーション
　Ｗｅｂマーケティングにおける技術の一つで、顧客
（見込み客含む）にスコアや分類を付与しその条件に
合致した施策を自動的に行うこと、あるいはその仕組
みのこと。ＭＡと略して呼ばれる事も多い。

 【特長】

▽反力低減＝ねじ締め

時の反力を低減させ、

作業者への負荷を軽

減する。

▽製品に対して垂直締

め付け可能（テレス

コープタイプは除

く）＝「スイングタイ

プ」「スライドタイ

プ」は、ドライバの垂

直・水平が保持でき

るため、ねじ締め時

の傾きによるねじ締

めや位置ずれを防ぎ、ねじ締め晶質の向上に貢

献する。

▽設置性の良い低背タイプ（テレスコープタイプ

は除く）＝スタンド高さが550mmと低く、設置

がしやすい。

　なお、標準価格はスイングタイプが134,000円

（税別）、スライドタイプは164,300円（税別）、テレ

スコープタイプが89,300円（税別）となっている。

 【仕様】トルクリアクションアーム

型式 DRA-SW-650(スイングタイプ) 

全高 550mm 

重量 4.2kg 

最高可動半径※1 R650mm(アーム角30時) 

上下ストローク※2 100mm(150※3) 

スライド量  250mm

適合ドライバ径 φ30～φ52mm 

最大ドライバ重量 1.0㎏ 

適用ドライバ  デルボ全機種 

※1  φ52mm取付け時

※2  DLV70A取付け時

※3  ストローク延長セット使用時

　「ポイントマイク

ロでは不十分と思っ

ている方へ」--板厚

確認の新スタンダー

ド「アツヨシ」が開

発・発売され注目を

集めている。

　カナエ工業（本社

＝静岡県冨士宮市）

の発売した板厚確

認器「アツヨシ」は、現場のニーズに応えた驚きの

特長。

▽部品を切らずに奥まで測れる。

▽スライドさせて連続測定できる。

▽ボール形状の測定子で、素早く滑らかに測定で

　きる。

▽作業者による測定値のバラツキが少ない。

▽ポイントマイクロよりも懐が深いので製品を切

　らずに測れる。

▽測定子が厚さに追従するので狙ったエリアの板

　減ポイントを見落とす心配がなく素早く確認す

　ることができる。

▽作業時間も大幅に短縮できる。

 【仕様】
▽最小表示量＝0･01㍉

▽測定範囲＝20㍉

▽型式＝AT-44-AN01（ニードル仕様）、

　　　　AT-44-AB01（ボール仕様）。

　アルミ素材の削り出しで造り込んでいる。軽量

かつ頑丈で錆びにくいなどの利点があり長年使用

できる。より精度の高い測定の必要な品質保証、測

定部署に推奨できる。

　測定範囲の10㍉Type-S、AT-44-SB01（ボール

仕様）、スチール素材で製造現場内でも活躍の型番

も用意。

　ダイジェット工業

はこの度、好評の小径

多刃・高能率加工用

工具「QMミル」に肩

削り用インサート

（ZOMT-PL形）を

追加発売した。

　新製品名称＝QMミル肩削り用インサート

ZOMT-PL形（材種JC8050、JC8118）

・開発の経緯＝肩削り用インサートのさらなる加工性

能向上と幅広い被削材への対応を目的として、主力

製品の高能率加工用工具「QM マックス」と同様、

PLブレーカー採用の新インサートを発売した。

 【特長】
・底面、側面の荒～中仕上げ加工領域をカバーす

る肩削り用黒皮級インサート。

・外周切れ刃は、3D ブレーカー形状による低切

削抵抗刃形と大きな曲線形状を採用し、側面加

工時のピックの重なり部が滑らかとなり、良好

な加工精度とたおれ量が得られる。

・インサート材種は汎用性の高いPVD コーティ

ング材種「JC8118」に加え、ステンレス鋼や

炭素鋼・工具鋼の強断続加工に最適なPVD 

コーティング 材種「JC8050」をラインナップ。

 【主用途】
・炭素鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、ステ

ンレス鋼などの肩削り、平面削り

 【サイズ・価格】
・形番：ZOMT-PL形（ステンレス鋼・鋼用）

インサート材種：JC8050、JC8118

　※それぞれコーナR0.2、R0.4、R0.8 を揃える

　（計6形番）

・標準価格：740円（税抜き）

・発売開始日：2020年3月4日

カナエ工業

板厚確認器「アツヨシ」
板厚確認の新スタンダード

現場ニーズに応えた驚きの特長

ダイジェット工業

ラインナップ拡張、3月４日発売
「QMミルシリーズ」
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営業企画部からのお知らせ

だより総 務 部総 務 部
　管理部総務経理課の秦です。3月に入り寒さも和らぎ過ごしや
すい日が多くなりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。これから
の季節出かけることは楽しみなのですが、先月からインフルエン
ザに加え新型コロナウイルスの感染が広がっています。こまめに
手洗いうがいをすることや咳エチケットを守って予防を心掛けま
しょう。また体の調子がいつもと違うと感じたら無理をせずゆっく
り休むようにしましょう。私はお花見に行く予定でいましたが今年
は状況を見ながら万一に備えて無理のない範囲で行動しようと

思います。これを機に家の中で熱中できることを見つけられたら
とも思っています。
　さて4月から新年度がスタートし本号で紹介させていただいて
おります通り弊社にも新入社員が入社します。皆様のところにご挨
拶に伺うことがあるかと思いますのでよろしくお願いいたします。
　暖かい日が増えると昼間に眠くなったり花粉症の症状が辛くな
ったりと集中力が低下しますが、適度に休憩をはさみリフレッシュ
しながらお仕事頑張っていきましょう！

こんにちは、第二営業部　伊藤です。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
今回は30年永年勤続にあたり、私の想いを掲載させて頂きます。
　平成元年入社以来、仕事やお付き合いの場で数え切れない
多くの方 と々出会いました。良き先輩のご指導と良き同僚に恵ま
れた事。そして取引先様のたくさんの人たちに多くの事を教わり
ました。そして我が社の社員を思いやる社風のおかげでここまでこられました。
本当に心から感謝しています。

　私が営業部に配属された時は右も左もわからず、
先輩諸氏のあとをついて歩く事が精一杯でした。挨
拶の基本から始まり、対応の仕方、言葉遣いなどまで
丁寧にご指導をいただきました。一人で営業に出始
めた頃はお客様の注文とは別の商品を納品するとい
うミスを犯し、ひどく叱られた私は意気消沈していま
した。上司、先輩とお客様へお詫びに行った帰りに二
人から「叱られた時こそチャンスだ、これをバネにが
んばれ」と激励されたのです。叱られる事を覚悟して
いた私はこの言葉で「よしやるぞ」と心を新たにしま

した。このような社員思いの会社
に勤めることができ、私は大変
幸せに思っております。
　ここまでただ無我夢中で仕事
して参りました。今日の会社の発
展を見る喜びと同時に30年前

を思い出し、これからも弛まぬ努力を致す所存です。
今後、より一層のご指導ご協力を賜りますよう、よろし
くお願い申しあげます。
　私事ですが永年勤続30年の特別休暇を3日間
取らせて頂き、和歌山県へ旅行に行ってまいりました。
和歌山城、アドベンチャーワールド、熊野三山といわれる熊野本宮大社、熊
野那智大社、熊野速玉大社、そして那智の滝です。連日の雨の影響で水量も
多く、1年でも希に見る美しい滝でした。そしてここ那智の滝は、今年行われる、
オリンピックの聖火ランナ－のゴ－ル地になっているそうです。
　この3日間の旅行で気分もリフレッシュすることができ、これからも更に
頑張っていこうと決意を新たにいたしました。皆様、今後ともご指導の程、
よろしくお願い致します。

2020年度
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よろしくお願いいたします。

新鮮力!!

出　　身：三重県桑名市
出身大学：至学館大学
趣　　味：スポーツ観戦
好きな事、好きな物：甘い物を食べること
入社後の抱負：１日１日大切にして元気に頑張ります。

 佐藤  圭佑   （名古屋営業所）
さとう けいすけ

出　　身：愛知県犬山市
出身大学：愛知学院大学
趣　　味：旅行
好きな事、好きな物：海鮮料理
入社後の抱負：1日でも早く戦力として働けるように、精一杯
　　　　　　　努力します。

 大竹  駿平   （豊川営業所）
おおたけ しゅんぺい

出　　身：愛知県一宮市
出身大学：至学館大学
趣　　味：サッカー観戦
入社後の抱負：与えられた仕事に全力で取り組み、日々成長
　　　　　　　していきたいと思います。

 内田  健太郎   （三河営業所）
うちだ けんたろう

永年勤続30年のご挨拶

エイターナスは空気との反応だけで電力を発生する画期的な
一次電池です。
災害・非常時用に備えてみてはいかがでしょうか？
詳しくは当社営業マンまでお問い合わせ下さい。

2020中部パック
4月22日に開幕ポートメッセ

な ご や で

　「2020中部パック」
（主催＝中部包装食品
機械工業会)は、『新時
代へ‐食と包装2020』
をテーマに４月22日
（水）から25日（土）まで
の４日間、ポートメッセ
なごやを会場に開催さ
れる。
　中部パックは、包装・
食品・製パン製菓・物流機械、衛生・環境・検査機
器・包装資材、食品材料などの総合展で、中部地区
最大の産業イベントとして熱い期待が寄せられて
いる。
　主な出品対象は、包装機械、製パン製菓機械、食
品機械、粉体製造・プロセス機器、計装・測定、ラボ
機器、材料・エンジニアリング・情報・その他、物流
機械、包装関連機器、包装資材、食品材料、環境関
連機器、情報・出版物など。
　今回は、深刻化する人手不足に対応するための最
新システムや製品を強くアピール。ロボットの導入に
よるメリットも深彫する。また、引続き『６次産業化推
進』、『マルシェ』のコーナー、来場者の満足度をさら
に高めるための「特別講演会」を企画している。
　問合せ先＝事務局☎０５２（４５２）３１６１。
　http://www.chubupack.or.jp

　イマオコーポレーションはこのほど、効率的な

段取り替えを実現する「アシストアクチュエータ」、

および「アシストインジケーター（イーサネット対

応タイプ）」の販売を開始した。

　これらの製品により、生産ラインの安心・確実な

段取り替えが実現できる。また、それぞれ取り付け

の互換性があり、段取り替え頻度に応じて柔軟な

使い分けが可能である。各種産業用ネットワーク

（フィールドバス・産業用イーサネット）に対応し

ている。

　「アシストアク

チュエータ」は、全

自動位置決め用

ネットワーク対応

コンパクトアク

チュエータ。取り付

けしやすい省ス

ペース設計で、内蔵

のモーター駆動に

よる自動段取り替

えが可能。大規模な

段取り替えがある

場合に最適である。

　「アシストインジ

ケーター イーサ

ネット対応タイプ」

は、手動による安

心・確実な段取り替

えをナビゲートす

るインジケーター。

目標値／実測値をデジタル表示し、確実な段取り

替え作業の見える化を実現する。段取り替え時間

の削減はもちろんのこと、ＬＥＤの色で各インジ

ケーターの状況が把握できるので、工程のポカミ

スも回避できる。一日に複数回の段取り替えがあ

る場合に最適である。

イマオコーポレーション

効率的な段取り替えを実現
「アシストアクチュエータ」
「アシストインジケーター」

（イーサネット対応タイプ）

　工機ホールディ

ングスは、業界最速

のねじ締め速度を

実現した「ねじ打

機」と、トップクラ

スの低騒音を実現

した「エアコンプ

レッサ」を同時に発

売した。

　同社は、電動工

具・理化学機器を

製造・販売。この程、

電動工具ブランド

「ＨｉＫＯＫＩ（ハイコーキ）」から「ねじ打機」の

新製品「高圧ねじ打機　ＷＦ　４ＨＳ」と「ねじ

打機　ＷＦ　４ＡＳ」を２０２０年３月５日（木）

より、「エアコンプレッサ」の新製品「エアコンプ

レッサ　ＥＣ　１４４５Ｈ３　（ＣＴＮ）／（ＣＳ）

／（ＣＮ）」（３月発売予定）を、全国の電動工具取扱

販売店などを通じて発売する。

　「ねじ打機」は、主に住宅建築で内装用石膏ボー

ドを天井や壁に貼る作業に用いられる工具で、動

力源としての圧縮空気を発生させる装置「エアコ

ンプレッサ」とセットで使用。大量のねじを素早く

締める必要があることから、安定した高い操作性

と使い易さが求められる。

　「ＷＦ　４ＨＳ」「ＷＦ　４ＡＳ」は、業界最速の

ねじ締め速度を実現したねじ打機で、同社の従来

製品に比べ、ＷＦ　４ＨＳは、約１．７倍、ＷＦ　４

ＡＳは約１．２倍ねじ締め速度が速くなった。また、

以前より好評を得ている軽量とバランスの良さを

活かしつつ、ねじ締め速度を上げたことで、打つよ

うなスピード感でテンポ良くねじ打ち作業ができ

る。さらに、打込み時の反動を低減させたことで、

軽い押付けでも安定した作業が可能。また、マフラ

の交換などメンテナンスが楽に行えるよう設計さ

れているほか、ビッド交換の際に分解を必要とし

ない構造となっており、使い易さが向上した。

工機ホールディングス

業界最速のねじ締め速度を実現

「ねじ打機」を発売
トップクラスの低騒音を実現した
「エアコンプレッサ」も発売

全自動位置決め用
アクチュエーター

手動による段取り替えをナビ
ゲートするインジケーター
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