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新秋を迎える頃となりましたがいかがお過ごし
ですか。専務の加藤です。本年度第４弾の企画を
ご案内します。ツーリングメーカーの株式会社Ｍ
ＳＴコーポレーション工場見学を行います。
この８月に新工場が設備設置を含め完成致しま
した。ロボットトレーラーによる自動搬送システ
ムを始め、５軸加工機の導入等、見どころのある
工場となりましたので是非ご参加くださいます様
よろしくお願い致します。
◆日時：２
０
１
４年１
１月１
１日（火）
◆場所：ＭＳＴコーポレーション本社工場
専務取締役 加藤晴彦

＜当日のスケジュール＞
０
８：４
５ 金山総合駅ご集合
０
９：０
０ 出発（貸切バス）
１
１：２
５ ＭＳＴコーポレーション本社工場到着
１
１：３
０ ご挨拶並びに工場概況説明
１
２：１
５ 昼食
１
２：４
５ 工場見学・デモ加工・製品説明・質疑応答等
１
５：０
０ ＭＳＴコーポレーション出発
１
７：３
０ 金山総合駅到着、解散
※予定時間はあくまでも目安ですので若干の時間変更はお許し下さい。

ＭＳＴ本社工場
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こんにちは、本社総務部経理課の久野と申します。
なかなかお客様と直接お話しする機会もないので、勤
続年数の割に名前を知られていないかもしれません
が、パート社員として入社してこの夏で９年目になり
ます。主に入金データの管理をし、各営業所への振り
分けと売掛金の消し込み業務を行っています。月末は
処理件数・金額が多く時間に追われますが、正確かつ
久野 智子
迅速に処理をするように心掛けています。毎日の売上
伝票のチェックもお手伝いしていますが、営業担当者の人数が多く、伝票枚
数もかなりあるため、最初は戸惑いましたが、周りの皆さんのご協力で無難
に処理できるようになりました。最近では入金予定表の作成にも携わらせて
いただいています。猛暑の中、外回りをされている営業の方から見ると大変
贅沢なことだと思われるかもしれませんが、マイカー通勤でデスクワークを
していると、運動不足のせいか体力が落ちてきているような気がします。家
でも、エアコンの効いた部屋でドラマ鑑賞がすっかり習慣になっているので、
涼しくなってきたらウォーキングで
もしてみようかと思っています。
当社の若い世代はエネルギッシュ
で活気があふれているので、私も負
けないよう、少しでも会社に貢献で
きるようにしたいと思っています。
残暑厳しい折ですが、皆様も健康に
気を付けお過ごしください。
本社経理課
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三河営業所 佐野友耶（さのゆうや）

この度、８月２５日より入社いたしました佐野友耶
と申します。卒業後は公務員の勉強をしていました
が、一念発起し入社させていただきました。学生時
代は高校大学ともに合気道をやってきました。趣味
は読書と合気道です。合気道につきましては先の部
活動でもそうですが、それ以前から行なっていたの
で１４年程のキャリアになります。今後は人とコミュ
ニケーションを取れるスポーツもしていきたいので、
ゴルフなども趣味にしていきたいと思います。第二新卒の為社会人とし
ては一年生ではありますが、できるだけ早く担当するお客様が頂けるよ
うに一生懸命頑張りますので皆様、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い
します。
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福! 平記君

名古屋営業所の福!平記です。私事ではござ
いますが、８月３日に山口県で結婚式を挙げさ
せて頂きました。私は入社４年目になりますが
自分でもこんなに早く結婚するとは思っていま
せんでしたし、結婚したことに私自身が１番驚
いています。これからは家族も出来たのでかっ
こいい父親になることを目標に今まで以上に仕事も頑張って行きたいと
思います。今後とも宜しくお願い致します。

だより ######################
総務部の小林明日香です。皆様、夏季休暇はどのようにお過ごし

うことでおいしいものを探し、様々なところで味覚狩りをしたいと

だったでしょうか。お盆が過ぎるとあっという間に夏も終わりに向

思っています。さて、当社では９月が決算月となっております。伝

かっていきますね。昼間はまだまだ暑い日が続いていますが、朝晩

票処理や請求書関係などが厳しくなり、いろいろとお願いすること

はだんだんと涼しくなり秋もすぐそこまで来ているようです。秋と

やご迷惑をおかけすることがあるかと思いますが、ご理解ご協力い

言えば

な

ただけたら幸いです。過ごしやすい季節となってきますが、温度差

ど過ごしやすく楽しみが増える季節ですが、皆様は何かやろうとし

などで体調を崩すことがないように今月も頑張っていきましょう。

スポーツの秋

食欲の秋

読書の秋

ていることや、趣味などはありますか。私自身は

行楽の秋
食欲の秋

とい
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三菱マテリアル
刃先交換式ドリル「ＭＶＸ形」
ステンレス
鋼加工用

「ＵＳブレーカ」追加発売

三菱マテリアル加
工事業カンパニー
は、刃先交換式ドリ
ル「ＭＶＸ形」にス
テンレス鋼加工用
「ＵＳブレーカ」を
追加し、７月１
５日販
売開始した。
主な特長は
!耐欠損性と切れ味
を両立させる設計
によりステンレス
鋼穴加工のドリル
内刃として使用する事で、更なる寿命向上を実
現
"外周切れ刃にはワイパー刃を設け、良好な壁面
精度を実現
#耐溶着性に優れる材種「ＶＰ１
５ＴＦ」を採用す
ることで、内刃に起こりやすい異常欠損を防止。
刃先交換式ドリルＭＶＸ形搭載用インサート４
型番。標準価格は代表型番１，
２
５３円〜１，
４
８
０円

日立ツール

精密部品加工高品位仕上げ
エポックＳ−ＤＬＣ
デ ィ ー ブ ボ ー ル アイテム拡大
日立ツールは、
６月２０日超硬質＆
超平滑ＤＬＣコー
ティング工具『エ
ポックＳＤ（Ｓ−
ＤＬＣ）ディープ
ボール（ＥＰＤＢ
−ＳＤ）
』
を９ア イ
テム拡大して発売
した。
ダイヤモンドに
匹敵する硬度（超
硬質）と、優れた表面平滑性（超平滑）を併せ持
つ、超高密度アモルファスカーボン（ＳＤコーテ
ィング：スプリームＤＬＣコーティング）被覆工
具シリーズ。
ＳＤコーティングは、イオン化エネルギーの高
いアークイオンプレーティング法を採用し、ドロ
ップレットを除去する機構（フィルタードアーク

技術）を併用することで、高エネルギーのイオン
のみによって形成される高密度膜の成膜が可能。
この技術により得られるＳＤコーティング被覆工
具は、０．
１以下の低摩擦係数により切り屑の排出
性が格段に向上し、非鉄材料の切削加工能率を大
幅に向上させることができる。
またダイヤモンドに匹敵する高硬度であるた
め、シリコンを多く含むアルミ合金のドライ加工
や硬質粒子を含有した繊維強化材等の切削加工に
おいて加工能率・工具寿命を向上させることがで
きる。
仕様は、エポックＳＤ（Ｓ−ＤＬＣ）ディープ
ボール（ＥＰＤＢ−ＳＤ）、ボール半径Ｒ０．
１〜Ｒ
０．
２、９アイテム拡大（全３
５アイテム）。価格は、
１３，
６０８円〜２
１，
６００円（消費税込み）

彌満和製作所

「止り穴用ＡＵ＋ＳＰ」
・
「通り穴用ＡＵ＋ＳＬ」
チタンコーテイングタップのサイズ拡充
彌満和製作所は、チ
タンコーテイングタッ
プ「止り穴用ＡＵ＋Ｓ
Ｐ」（写真右）、「通り
穴用ＡＵ＋ＳＬ」（写
真左）の需要増に対応
し、このほど新たなサ
イズとして、Ｍ８〜Ｍ
１２の８サイズを追加し
た。
【ＡＵ＋ＳＰ チタ
ンコーティング止り穴
用スパイラルタップ】
ＡＵ＋ＳＰは、ねじ
部の完全山を数山残し、以後のねじ山を半分山払
いした特殊形状と独自の溝形状を採用している。
これにより切りくず排出性の大幅改善と摩擦抵抗
の軽減を実現した止り穴用コーティングタップ。
【ＡＵ＋ＳＬ チタンコーティング通り穴用ス
パイラルタップ】
ＡＵ＋ＳＬは、逆ねじれスパイラル溝を採用し、
中〜高速加工領域において安定した切りくずを排
出する。またアルミ材からステンレス材まで広範
囲な被加工材においても、良好な切りくず排出性
を実現した通り穴用コーティングタップ。
【ＡＵ＋ＳＰ・ＡＵ＋ＳＬセットセール】
▽特典：１セツト（２０，
０００円以上）に付き、キ
ッズスマイルＱＵＯカード「５００円券１枚進呈」
（平成２６年１０月３１日まで実施中）

タンガロイ

複雑形状部品の荒加工に最適
ラジアスカッタ

フィックスアールミル拡充
タンガロイは、新
世代のラジアスカッ
タ『ＦｉｘＲＭｉｌ
ｌ』（フィックスア
ールミル）を拡充し、
８月１８日より全国で
発売開始した。さら
に、今回モジュラタ
イプのＨＲＰ形カッ
タヘッドシリーズも
追加した。
主な特長は
!複雑形状部品の荒加工に最適なラジアスカッタ
シリーズ
"独自のインサート回転防止機構によって、締付
けねじの緩みを防止
#従来のＲＰＭＴ１２形、１６形に加え、コーナ半径
＝５ｍｍのＲＰＭＴ１０形インサートを拡充
$一般的なボアタイプ、シャンクタイプカッタボ
ディに加え、モジュラタイプのＨＲＰ形カッタ
ヘッドを設定
%ＴｕｎｇＦｌｅｘホルダシリーズとの組み合わ
せで、最適な突出し長さの設定が可能。

マンヨーツール

高能率段取用「プルレンチ」
プルボルトの脱着が簡単で確実
マンヨーツールの
高能率段取用「プル
レンチ」は、脱着に
レンチが滑る事で起
こる怪我を未然に防
ぐ。多種多様なプル
ボルトに対応し、他
プルボルト用特殊レ
ンチも製作対応可能である。また、プルボルトの
締付けトルクを管理できるトルク仕様もある。
【特長】
▽プルボルトの脱着が簡単で確実に行える。
▽プルボルトの締付け取外しにレンチが滑る事
が無く確実に脱着可能。
▽レンチから手を放しても落ちない。
▽熱処理により先端の変形もない。
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アルプスツール

鋼加工用 新ＣＶＤコーティング

高圧クーラントも完全にシーリング

「ＣＡ５シリーズ」

「ＡＲ／ＯＨクーラントコレット」

京セラの鋼加工
用 新ＣＶＤコ ー
ティング「ＣＡ５
シリーズ」は、鋼
加工において長寿
命と安定加工を実
現する新コーティ
ング。高い被膜密
着性を持たせるこ
とで界面強度を従来比４
０％アップ。高アスペクト
比の α−Ａｌ２Ｏ３被膜を採用し長寿命化を実現。
高い表面平滑性で溶着・突発的な欠損を抑制。新
開発専用超硬母材採用で高温硬度を従来比１
０％ア
ップ。多くの新技術によって誕生した、最新のＣ
ＶＤコーティングチップ。高速・長寿命のＣＡ５
１
０、連続〜軽断続のＣＡ５
１
５、汎用のＣＡ５
２
５、強
断続・高送りのＣＡ５
３０の４材種を揃えている。

アルプスツールのＡＲチャックコレット・シス
テムは、欧米でスタンダードな１６°テーパ（ＤＩ
Ｎ６４９９／１ＳＯ１５４８８）コレットである。
φ３〜φ３４の範囲で、シリーズで各種サイズが
あり特殊ホルダも短納期で対応できる。
１個のチャックコレットでマイナス０．
２〜２!
の把握範囲がある。
人気商品「ＡＲ／ＯＨクーラントコレット」は、
特殊スリ割による液密式コレットチャック（ＰＡ
Ｔ）で、高圧クーラントも完全にシーリングでき、
更に０．
１〜０．
５!の把握範囲のある、新しいタイプ
のコレットチャックである。
【寸法・把握範囲】
寸法表：φ３〜φ３４までシリーズで用意。用途に
より選択できる。

住友電気工業

「ＳＥＣ−溝入れバイトＧＮＤ型」

イマオコーポレーション

６種類のチップブレーカをラインアップ

口金交換でワークの外側

抜群の切りくず処理を実現

と内側のクランブに対応

住友電気
工業は「Ｓ
ＥＣ−溝 入
れバイト
ＧＮＤ型」
シリーズを
さらに充実
させた。突
切り用ＣＧ
型ブレーカをシリーズ化し、計６種類のチップブ
レーカをラインアップ。様々な用途で抜群の切り
くず処理を実現する。また、内径加工用ＧＮＤＩ
型ホルダ２
４型番を新設、さらに外径加工用２
４型番
を拡充した。
ＧＮＤ型はホルダ材質に高剛性の特殊鋼を採
用。チップ固定部からシャンクまでシンプルな一
体構造とした上、形状を最適化させたことにより、
ホルダ剛性が大幅に向上した。これにより、加工
中に発生する振動を、従来品比で最大３
０％低減。
異常欠損等のトラブルの少ない、安定した長寿命
加工を実現する。通常の溝入れ加工に加え、横送
り加工、プロファイル加工、突切り加工が可能。

「フォームクランプ」新発売
イマオコーポレーシ
ョンの新製品「フォー
ムクランプ」は、口金
を交換することでワー
クを外側からも内側か
らも固定できる機能を
持っている。
外側用、内
側用、それぞれ専用の口金を用意しており、加工
内容に合わせて最適なクランプ方法を選択でき
る。
口金をワーク形状に合わせてセルフカットする
ことで、複雑な形状のワークへも対応ができる。
また、複数のワークを加工する場合は口金を交換
するだけで、本体はそのまま利用できるため経済
的で、段取り時間の短縮も図れる。
サイズは口金径で１２０!と１６０!の２種類をライ
ンアップ。口金は切削性の良いアルミ製のため軽
量で、交換が容易。さらに、操作性を高めるため、
カムシャフトを利用した新しい機構を採用し、レ
ンチでの締付けは軽く操作できる。

鋼加工用 CVDコーティング

長寿命・安定加工を実現する
新コーティング誕生
・高い被膜密着性
・高硬度・高靱性 α-Aℓ2O3被膜
・低抵抗を実現する平滑表面
・新開発 専用超硬母材
・スマートブレーカとの組み合わせで威力を発揮

生産
生産性革新コーティング
産性革新
グ

www.ca5.jp 今すぐアクセス！
切削工具に関する技術的なご相談は

0120-39-6 369 京セラ カスタマーサポ
●受付時間 9:00〜12:00・
●土曜・日曜・祝日・会社休日

（携帯・PHSからもご利用できます）FA X : 075-602-0335

京セラ小間

2B07

※個人情報の利用…お問合せの回答やサービス向上、情報提供に使用い
※お問合せの際は、番号をお間違えないようにお願い申し上げます。

ソディック
新製品 金属３Ｄプリンタ

『ＯＰＭ２
５
０Ｌ』１
０月から発売
業界初の「ワンストップソリューション」
ソディックの新製
品 金属３Ｄプリン
タ
One
Process
Millimg Center リニ
アモータ駆動「ＯＰ
Ｍ２５
０Ｌ」を１０月 か
ら販売を開始すると
発表した。「ＯＰＭ
２５
０Ｌ」は、金 属３
Ｄプ リ ン タ 全 工 程
の、ソディックグループが所有する要素技術によ
り、精密部品加工や金型づくりに、業界初の ワ
ンストップソリューション を提供する。
今回、新たに開発した「ＯＰＭ２５０Ｌ」が実現
するワンプロセス・ミーリング加工は、金属３Ｄ
プリンタによる製造工程を適応した全自動加工方
法。同製品は、金属粉末にレーザー光をスキャン
することにより溶融凝固し、その後、回転工具で
高速ミーリングによる仕上げ加工までを連続して
行える。
【ＯＰＭ２５０Ｌの特長】
▽粉末金属の溶融凝固と、ミーリング仕上げ加
工を１台の機械で行うオールインワンの高速度加
工機。
▽大きなストロークにより厚物の造形物も製造
可能＝幅２５０!、奥行き２５０!、厚さ２５０!の造形
物まで加工が可能。
▽大出力５
００Ｗレーザーを採用。粉末金属を溶
融凝固するレーザー発振器に、５
０
０Ｗの大出力Ｙ
ｂファイバーレーザー採用し、高速での金属３Ｄ
プリンタを実現した。
▽同社製ハイスピードミーリングセンタに使わ
れている切削機構を採用。適用範囲の広い安定し
た仕上げ加工を可能とした。
▽高速ミーリング加工を行うスピンドル駆動軸
を含め主要な制御軸に同社製リニアモータを採用
し、高速性と高精度を両立した。
▽同社開発ＮＣ装置「ＬＮ２ＲＰ」を採用。Ｃ
ＡＭにより生成されたＮＣプログラムを忠実に実
行する全自動機である。
▽主軸最大回転速度＝４５，
０
００!−１
▽ＡＴＣ本数＝１６本
▽機械寸法＝１，
８７
０×２，
２００×２，
０
５５!
▽機械質量＝４，
５０
０"

（４）

２
０１
４年（平成２
６年）９月号
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過去最大の８
５
０社超す出展者
ビジネスに直結する４日間！
第９回を迎える大規模なビジネスメッセ。愛知
万博の理念（環境、科学技術、国際交流）を継承
する事業として２
０
０
６年にスタートした「異業種交
流の祭典」
。業種や業態の枠を超え、幅広い分野・
地域からの出展を募り、出展者と来場者相互の取
引拡大、情報発信、異業種交流を図る日本最大級
のビジネス展示会。
今回展は、全国・世界から過去最多となる８
５
０
社・団体が出展。トヨタグループをはじめ、名古
屋地域のモノづくり企業も多数出展する。新規開
拓、新たなビジネスパートナー、コストダウンの
ヒント…。全国・世界から、「明日を拓く」ソリ
ューションが一堂に集結する。
【開催要項】
＊名
称 メッセナゴヤ２
０
１
４
＊テ ー マ 交流が生み出す新たな飛躍〜環境・
安全・モノづくり〜
＊会
期 ２
０
１
４年１１月５日（水）〜８日（土）
＊会
場 ポートメッセなごや
（名古屋港金城ふ頭）
＊開場時間 午前１
０時〜午後５時
＊入 場 料 無料
＊主
催 メッセナゴヤ実行委員会
（構成団体：愛知県、名古屋市、名
古屋商工会議所）

第２７回日本国際工作機械見本市

＊２０１
４年１０月３０日"〜１１月４日!６日間
＊東京ビッグサイト（東京国際展示場）全館
＊開場時間 ９：００〜１７：００

一般社団法人日本工作機械工業会と株式会社東京ビッ
グサイトは、共催するＪＩＭＴＯＦ２
０１４（第２７回日本国
際工作機械見本市）を１
０月３０日（木）〜１１月４日（火）
の６日間、東京ビッグサイト（東京国際展示場）を会場
に下記要項で行われる。出展規模は、小間数５，
０６７小間
（６月５日現在）で、前回２０１２年とほぼ同規模での開催
予定となっている。
【開催要項】
名
称：ＪＩＭＴＯＦ２０１４（第２
７回日本国際工作機械
見本市）
開催趣旨：工作機械およびその関連機器等の内外商取引の促進ならびに国際間の技術の交流をはかり、
もって産業の発展と貿易の振興に寄与することを目的とする。
会
期：２０１４年１０月３０日（木）〜１１月４日（火） ６日間
開場時間：９：００〜１７：００
会
場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）全館
主
催：一般社団法人日本工作機械工業会／株式会社東京ビッグサイト
後
援：外務省／経済産業省／ＮＨＫ（予定）
協
賛：日本工作機械輸入協会／一般社団法人日本鍛圧機械工業会／日本精密機械工業会／日本工具
工業会／超硬工具協会／一般社団法人日本工作機器工業会／日本精密測定機器工業会／研削
砥石工業会／ダイヤモンド工業協会／日本光学測定機工業会／一般社団法人日本フルードパ
ワー工業会／日本試験機工業会／一般社団法人日本歯車工業会
出展規模：約４５，
０００!、約５，
０００小間予定
展示場面積：８２，
６６０!
■テーマ：モノづくりＤＮＡを未来へ、世界へ。
■趣 旨：脈々と受け継がれてきた モノづくり の基盤となる技術力を遺伝子（ＤＮＡ）に見立て、
ＪＩＭＴＯＦを通じて未来の世代へ、さらには世界の国群へ発信・伝承していく。

次世代ものづくり基盤技術産業展

『ＴＥＣＨ Ｂｉｚ ＥＸＰＯ ２０１４』
１
０月２
２日（水）
〜２
４日（金）
会場はポートメッセなごや
第４回目となる次世代ものづくり基盤技術産業
展『ＴＥＣＨ Ｂｉｚ ＥＸＰＯ ２０１
４』（主 催＝
名古屋国際見本市委員会（会長＝河村たかし名古
屋市長）は、１０月２
２日（水）〜２４日（金）の３日
間、ポートメッセなごやを会場に開催される。開
催規模は出展企業１９５社、出展小間数２７７小間。後
援には、外務省、文部科学省、経済産業省、環境
省、協賛団体は４７団体に上る。
同展示会では、次世代自動車・航空機などに活
かすものづくりをキーワードに、主催企画として
「レーザ加工技術」、「３Ｄプリンタ」、
「ＣＦＲＰ
関連」をメインテーマとして、実機展示・実演や

加工品展示が実施される。この他、ＥＶ／ＰＨＶ
／ＦＣＶクリーンディーゼル車両などの展示と試
乗、航空宇宙関連企業企画展示が行われる。
一方、デンソー顧問の石丸典生氏を迎えての基調
講演、ファインテック代表取締役社長・東京大学
名誉教授の中川威雄氏を迎えての特別講演はじ
め、９０名を超える講師陣による最新かつ専門性の
高い技術セミナーが開講され、企画展示との併催
により「日本のものづくりを考える３日間」とな
る。
また同展示会では、出展者と来場者双方の有益
なマッチングの機会を提供するために、「商談マ
ッチング」、
「技術相談」が行われる。さらに、出
展者テクニカルワークショップ、名刺交換会など
がサポートをより厚くする。なお、入場料金は、
１人１，
０
０
０円。招待券をお持ちの方、ＨＰからの
事前登録者、学生、海外来場者は無料。

