
だより総 務 部総 務 部
　管理部総務経理課の秦です。3月に入り温かい日も増え桜の

蕾も膨らんできました。花粉症の方にとってはつらい季節となり

ましたね。東海地方では例年よりも花粉の飛散量が多いとの予

測です。私自身花粉症ですのでうがいをしたり野菜を多く摂っ

たり花粉のつきにくいツルツルとした素材の洋服を着るなどい

ろいろな対策を講じてみようと思います。

　春になりプロ野球やＪリーグが開幕しました！平日はデスクワ

ークが主ですので休みの日にスポーツ観戦をしてリフレッシュ

することが今の楽しみです！また、スポーツ観戦以外にも何か趣

味を見つけられたらと思っております。皆様はこの春新しく始め

られることはありますでしょうか？

　さて4月から新年度がスタートし弊社にも4名のフレッシュな

新入社員が入社いたします。４月１日には新元号の発表もありま

すので気持ち新たに気を引き締めてお仕事頑張りましょう！　

π ＢＣＰ調査表が届いたが未だ手付かず。
π 親会社からそろそろＢＣＰ対策をと言われているが・・・。
π ＢＣＰ対策うちの会社にも必要なの？予算は・・・。
π ＢＣＰ対策ってそもそも何をすればいいの？
π ＢＣＰ対策が必要なのはわかるんだけど何から手を付けたらいいのか・・・。

BCP対策BCP対策 にお困りではありませんか？

　ＢＣＰ対策に関しては必要とわかっていながら『何から手つけて良いのかわからな
い。』『何をしなければいけないのかわからない。』という企業様が多いと存じます。そ
うしたお客様のお悩みに当社で何かお手伝いができないかと考え、当社からお客様
へＢＣＰの取組みをどのように進めたら良いかアドバイスをさせていただく会社をご
紹介させていただきます。まずはお客様の現状を調査させていただき「どのような対
策が必要か」「何から始めれば良いのか」を診断させていただきます。この調査には
費用は掛かりますがＢＣＰ対策に向けて第一歩を踏み出すきっかけにしていただけ
ればと思っております。ＢＣＰの本格的な策定までは考えていないができる対策だけは
しておきたいという企業様にはお勧めです。当社も今期この調査を受ける予定でおり
ます。まずは当社営業マンへお問い合わせ下さい。

営業企画部からのお知らせ

～ キャリア採用 ～

新入社員紹介新鮮力!!

2019年度
新入社員紹介 よろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

新鮮力!!

出　　身：三重県
出身大学：名古屋学院大学
趣　　味：サッカー観戦
好きな事、好きな物：美味しいものを食べること
入社後の抱負：元気にがんばります！

 星野  泰成 （小牧営業所）
ほしの たいせい

出　　身：三重県
出身大学：愛知学院大学
趣　　味：草野球
好きな事、好きな物：カラオケ・お酒を飲むこと
入社後の抱負：わからないことを1つ 1つクリアし
　　　　　　　会社に貢献できるようがんばります。

 谷口  駿汰 （岐阜営業所）
たにぐち しゅんた

出　　身：愛知県小牧市
出身大学：名古屋学院大学
趣　　味：体を動かすこと・スニーカー収集
好きな事、好きな物：筋トレ・NIKE のスニーカー
入社後の抱負：自分から進んでやることを意識して、
　　　　　　　一生懸命頑張ります！！

 溝口  恭生 （名古屋営業所）
みぞぐち きょうせい

出　　身：福岡県
出身大学：名城大学
趣　　味：スポーツ観戦
好きな事、好きな物：ラグビー
入社後の抱負：先輩方についていけるように
　　　　　　　1日 1日成長したいです。

 藤井  和樹 （豊川営業所）
ふじい かずき

出　　身：愛知県稲沢市
出身大学：岐阜聖徳学園大学
趣　　味：旅行・音楽鑑賞
好きな事、好きな物：ドライブ・観光地巡り・
　　　　　　　　　　食べること
あいさつ：

 櫻井  良治 （小牧営業所）
さくらい よしはる

　　　　　2月18日に小牧営業所に入社しました
櫻井良治です。趣味は観光地を車で巡ることで
す。今後はお客様の所に安全運転でより早く商品
をお届けできるよう心掛けていきます。一日も早
く皆様に顔を覚えて頂けるよう、日々取り組んで
参ります。今後ともご指導のほどよろしくお願い
致します。

 

　「ＩＮＴＥＲＭＯＬＤ２０１９／金型展」（主

催＝一般社団法人日本金型工業会、運営＝インタ

ーモールド振興会）ならびに「金属プレス加工技

術展」（主催＝一般社団法人日本金属プレス工業

協会、同）の開催準備が進められている。

　今年は東京と名古屋で開催。日程は、東京会場

が4月17日（水）から20日（土）（東京ビッグサ

イト・青海展示棟）、名古屋会場が6月19日

（水）から22日（土）（ポートメッセなごや）と

なっている。今回の新企画のひとつで、アディテ

ィブマニュファクチャリングがけん引する次世代

加工技術「３Ｄプリンティングラビリオン」では、

試作・デザイン・解析＆３Ｄプリンティングフェ

アとして展開することにより、積層造形技術に関

心を持つ来場者の集客を高める。

　また、併催特別企画として、ＩｏＴ、自動化、

ロボット、ＡＩを活用し、新たなモノづくりを提

案する「工場環境・設備ソリューションフェア」、

一方「鍛造加工技術フェア」では、鍛造加工業界

のみならず、業界をサポートする設備関連業界か

ら、最新の技術、機械等の製品情報を発信し、各

社が抱える問題解決と提案が行われ、ビジネスを

促進する。

 【出展対象製品】

　工作機械、工作機器、特殊鋼工具・超硬工具・

ダイヤモンド工具、機械工具-研磨・砥石、精密

測定器・光学測定機・試験器、プレス機械、プラ

スチック加工機械、プラスチック加工機械周辺機

器および原材料・副資材など、機械系・金型用 

ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥシステム、造形システム

（ラピッドプロトタイピングシステム）、ＦＡ関

連機器・装置、ＮＣ装置、自動プログラミング装

置、金型材、金型部品、金型加工システム、金型

表面処理、その他関連製品、試作・モデリング関

連、生産管理システム、金型周辺機器、金型メン

テナンス関連、切削工具、図書・文献・資料、各

種金型、成形サンプル。

　なお、プレゼンテーションションセミナー、

テクニカルセミナー、オープンセミナーなどが

行われる。

　名古屋での開催は今回が第2回目。昨年は417

社・団体が出展、会期中43,648名が来場し、自

動車をはじめとするものづくり産業の集積地であ

るだけに、その関心の高さが窺われた。

　なお、会期中5万名の来場者が見込まれている。

名　　称 （東　京）INTERMOLD 2019(30回金型加工技術展) 金型展2019

　　　　 （名古屋）INTERMOLD 名古屋/金型展 名古屋

会　　期 （東　京）2019年4月17日(水)～20日(土)

 （名古屋）2019年6月19日(水)～22日(土)

開場時間 10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

会　　場 （東　京）東京ビッグサイト 青海展示棟

 （名古屋）ポートメッセなごや

主　　催 一般社団法人日本金型工業会

運　　営 インターモールド振興会

4月に東京、6月に名古屋で開催
INTERMOLD2019/金型展

前回のインターモールド名古屋展

現代人の生き方？

『 アドレスホッパー 』
　若者の間でアドレスホッパーが流行り

つつある。

　Address(住所)･Hopper(転 と々する)

　あえて特定の住居をもたず、ホテルや友

人宅、シェアハウスなどで寝泊まりを主とす

る人が増えているみたい。

　主な利点として、毎日が刺激的、新発見、

一定の固定費がかからないので、人によって

は一人暮らしよりも安価に暮らせる？

　住居が１つのステータスと言われる日本

において、新しい時代の幕開けと言ったとこ

ろだろうか？

　従来の地方創生では完全に生活の拠点

を移してくれる移住者を求めていたが、定住

しなくても定期的な滞在、仕事などで地域と

の縁を持ち継続的に関わりを持つ人たちを

増やすスタイルは、アドレスホッパーのライ

フスタイルと合致しているようだ。

　仕事の多様化によって、働く場所が自由に

なり、家賃や公共料金を払ってまで一定箇所

に定住する必要がなくなったこと。

〔編集発行〕株式会社新栄商會 〒468－0056
 名古屋市天白区島田2-516
 TEL052-801-1222（代）　FAX052-803-1321
〔発　　行〕奇数月発行
〔編集協力〕株式会社中部機工新聞
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ロング刃長
AE-VML 追加 !

（消費税別途）

カメラの上下移動なしに合焦範囲を変更可能(右)

　ミツトヨは、世界最

速の焦点距離可変レ

ンズ「ＴＡＧＬＥＮＳシ

リーズ」を今年1月か

ら発売を開始した。

　ＴＡＧＬＥＮＳは、プリ

ンストン大学機械宇

宙工学専攻のＣｒａｉｇ

　Ａｒｎｏｌｄ教授が率いるチームによって発明され、そ

の技術の使用許諾を受け、ミツトヨはミツトヨ製ＴＡＧ

ＬＥＮＳシリーズを商品化した。米国生産拠点である、

Mitutoyo Optics Manufacturing America 

Corporationにて、すでに生産を開始している。

　ＴＡＧＬＥＮＳの超高速焦点距離可変技術を提供す

ることにより、エレクトロニクス、バイオ・メディカル、食

品・薬品などの幅広い分野において、製造・検査工程

の生産性向上やコスト削減に大いに貢献することが

可能となる。

 【主な特長】

　▽瞬時に

全焦点画像

の取得が可

能＝従来の

レンズにＴＡ

ＧＬＥＮＳを付加させる事で、超高速で焦点距離を可

変する事が可能となり、リアルタイムに全焦点画像を

取得できる。スキャンする際にＴＡＧＬＥＮＳは機械的

な駆動を必要としない。

　▽超高速スキャンにより、オートフォーカス時間の

短縮に貢献＝ＴＡＧＬＥＮＳを使用する事で、従来の光

学系の合焦範囲を大幅に拡張できる。機械的オート

フォーカス機構は不要のため、ピント合わせに要する

時間を短縮でき、外観検査装置等のスループット向

上に貢献する。

　▽ユーザーの装置に組込みやすい設計＝顕微鏡

ユニットＶＭＵ－Ｔ１を同時にリリースし、ユーザー側

で光学システムの構築が容易となっている。また、ソフ

トウェアにはＳＤＫ（Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｋｉｔ）

ファイルも付属しており、ユーザー独自のソフトウェア

と共存する事が可能。

　彌満和製作所の新製

品『Ｚ‐ＰＲＯ（ズィー・プ

ロ）シリーズ』は、高性能

マシニングセンタに最

適なタップを極めた究

極のプロツールである。

　止り穴用コーティング

スパイラルタップ「ＶＵＳ

Ｐ」、通り穴用コーティン

グポイントタップ「ＶＵＰ

Ｏ」がラインナップ。

　タップの寿命問題の

主な要因は、切りくずの排出によるものが多い。『Ｚ‐

ＰＲＯシリーズ』　は、切りくずの排出性を考えた独自

の溝形状と最適なロング形状を採用することで、切り

くずの排出性を大幅に向上している。

 【主な特徴】

　①母材は、耐摩耗性に優れた粉末ハイス

　②耐熱性・長寿命を考慮し、水溶性切削油剤に対

応したコーティングを採用。

　③スチール材をメインに広範囲な被削材加工に

対応し、中速域での加工を推奨。

　パナソニック

は、電動工具発

売40周年を迎

え、これを記念し

て「アニバーサ

リーモデル」の

販売を展開している。

　1979年にニッケルカドミウム電池内蔵のドライ

バーを発売して以来、バッテリーの高容量化やツー

ルの軽量化など、40年に亘ってさまざまな商品開発

を重ねてきた。

　アニバーサリーモデルは、充電ハンマードリル、工

事用充電クリーナー、充電スティックインパクトドライ

彌満和製作所

究極のマシンタップＺ‐ＰＲＯシリーズ
新コーティングタップ ＶＵＳＰ／ＶＵＰＯ
高性能マシニングセンタに最適

ミツトヨ

世界最速の焦点距離可変レンズ
ｰTAGLENS シリーズ発売ｰ

パナソニック

電動工具発売40周年記念
「アニバーサリーモデル」販売

　今回紹介するもうひとつの製品は、Aタップの性能

を最大限引き出すように特別なチューニングを施し

たタップホルダーの「シンクロマスター」。

　新提案の極微小フロートで軸方向の加工負荷を

低減し、同期送り機構付き設備を利用されている場

合には特に有効で、タップ加工時の突発的な折損を

防止し、タップの寿命を安定させ高品位なねじ穴加

工を可能にする。

　ピカコーポレイションのコ

ンパクト自走式高所作業車

『ＢＯＳＳ』は、狭い通路などの

通過に適しており、使用時電

源不要で、最大使用質量は

150㎏。内装、メンテナンス

作業にも適している。

 【主な特長】

　▽充電状態の確認が可能

なバッテリー残量計。

　▽急な充電切れ等で降り

られなくなった場合も、ゆっく

りと降下が可能な手動降下

装置。

　▽操作コントロールは取り外し可能。

　▽下部ボックス側面に操作電源キースイッチ付き。

　▽拡張床は足元ペダルで二段階の調整が可能。

　▽フォークリフトでの運搬が可能。

 【仕様】

　▽作業床高さ（最大）ｍ＝3.1▽外形寸法㎜＝

76 0×1 3 8 5×1 7 4 0Ｈ▽作業床寸法㎜＝

700×1250×1650▽質量（自重）㎏＝495▽価格

（税別）＝290万円。

ピカコーポレイション

自走式高所作業車『ＢＯＳＳ』
狭い通路などの通過に最適

新
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
タ
ッ
プ 

〈
左
）Ｖ
Ｕ
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Ｐ
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右
）Ｖ
Ｕ
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Ｏ

バー、充電スティックドリルドライバー4機種の『ブ

ラック＆ゴールド』製品。これら製品のボディはブラッ

クで、ブランド名や40周年のロゴマークなどはゴー

ルドで配色している。

　また、ハンマードリルには深さアジャスターに取り

付け可能な水平器、クリーナーには収納ケース、イン

パクトドライバーとドリルドライバーにはビット2本

（ゴールド）をそれぞれ特典として提供している。（台

数限定）

　なお、今回に続き第二弾の企画も進められている。

　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。

　今回紹介するのは、Aブランドの

エンドミルAE-VMSシリーズに新

たに追加されたロング刃長の

「AE-VML」。『新たなミーリングス

タンダード』と題して、ショート形の

発売をスタートに、そのラジアスタ

イプを追加、さらにスタブ形、とサイズとバリエーショ

ンを拡大してきた。

　AE-VMSシリーズは、多種多様な被削材・幅広い

加工に対応し、高能率加工と、作業時間短縮、コストダ

ウン、加工面の仕上がりにこだわって開発された。潤

滑性・耐摩耗性・高温耐酸化性に優れる新“デュアラ

イズコーティング”を施し、複合多層構造がサーマル

クラックを抑制する。切れ味の良いポジ刃形で切削抵

抗を低減、高剛性と切りくず排出性を両立した新溝形

状により、バリ発生を抑制。不等リード・不等分割の採

用でびびりを抑制し、安定した高能率加工を実現する。

　今回の「AE-VML」ロング形では、さらに進化し、

大きな芯厚により高剛性を実現、高速側面切削を可

能にする。また、刃先からシャンクに向けて芯厚が変

化するウェブテーパにより、工具剛性を向上させ、加

工面の倒れを防止する。さらに、強ねじれ仕様で切削

抵抗を低減し、安定加工を可能にし、従来の不等分

割・不等リードに加えて、マイクロレリーフの採用で、

びびり抑制効果をさらに高め、安定した高能率加工

を実現する。

オーエスジー

Aブランド・エンドミルAE-VMSシリーズ

ロング刃長の「AE-VML」を追加
安定した高能率加工を実現

充電ハンマードリル

 Aタップの性能を最大限引き出す
タップホルダー「シンクロマスター」

　昭和電機は、プッ

シュプル型換気装

置「Ｖｅｎｔｉｒｅｓａ（ベ

ンチレーサ）」を広

くＰＲ。

　化学物質から作

業者を守るプッシュ

プル型換気装置「ベンチレーサ」。2016年6月1日よ

り「化学物質のリスクアセスメント」が義務化され、対

象となる化学物質の製造・取扱いを行う事業所に対

し換気装置の設置が義務付けられた。

　同社は化学物質のリスクアセスメントに対応した、

プッシュプル型換気装置「Ventiresa（ベンチレー

サ）」を販売。整流された新鮮な風が流れている空間

で、発生した有機物質を周囲に拡散する前に均一な

風速で吸引し、広範囲の換気が可能。また、小さい

モータで遠くまで風が届き効果が得られるため、省

エネ性能にも優れている。

　他の排気装置に比べ、作業性を考慮した無駄の

無い配管で小型化を実現。ベンチレーサは下降流

テーブル型・水平流テーブル型の２種類をパッ

ケージ型として用意しているが、様々な現場に対応

できるよう、顧客に合わせた製品を1台から製作し

ている。

昭和電機

プッシュプル型換気装置
「Ventiresa（ﾍﾞﾝﾁﾚｰｻ)」

　タンガロイは、発売以降好評の溝入れ加工用の

汎用PVD材種『AH7025』を、多機能溝入れ加工用

工具『TungCut』（タング・カット）へ大幅に拡充し3

月18日より全国で発売を開始。

　多機能溝入れ加工用工具のTungCutは、独自の

タンガロイ

溝入れ加工用工具
『TungCut(ﾀﾝｸﾞ･ｶｯﾄ)溝入れ加工用
新PVD材種AH7025の拡充』

　ダイジェット工

業は、好評の高

能率高送りカッ

タ「ＳＫＳ-ＧⅡ」に

新インサート「Ｐ

Ｍブレーカー」

「ＳＭブレーカー」を2月発売した。新製品名称は、金

型加工用インサート「ＰＭブレーカー」、耐熱合金用イ

ンサート「ＳＭブレーカー」。

　ＳＫＳ-ＧⅡは四角ポジティブな刃先交換式イン

サートを採用した高送りカッタである。難削化する被

削材に対して切削抵抗を低減しかつ刃先強度を有し

た、金型加工用インサート「ＰＭブレーカー」とチタン

合金等の耐熱合金用インサート「ＳＭブレーカー」を

シリーズ追加した。

 【特長】

　①高剛性かつ刃数増により高能率加工が可能な

高送りカッタ。インサートは10㍉および14㍉サイズを

揃え、加工形態に応じた選択が可能。

　②「ＰＭブレーカー」は、金型材料の高能率加工に

適した低抵抗形刃形であり、刃先強度を併せ持つ。

　③「ＳＭブレーカー」は、刃立ち性を高め、切削熱の

影響を軽減し、加工振動による寿命低下を防ぐ形状と

している。

ダイジェット工業

金型加工用高能率高送りカッタ

「SKS-GⅡ」サイズ拡張

インサートクランプ方式により、インサートのクラン

プ剛性が高く、安定した長寿命を提供する。また、小

物加工から一般加工まで幅広くカバーし、あらゆる

溝入れ加工に対応する。

　今回、多機能加工が可能なTungCutシリーズの

インサート全てにAH7025を設定することで、多種

多様な溝入れ加工において、さらなる高生産性な溝

入れ加工が可能となる。

■主な特長

・『AH 7 0 2 5』を多機能機能加工が可能な

『TungCut（タング・カット）』シリーズのインサート

全てに設定

・AH7025は、溝入れ加工で要求される耐チッピング

性と耐塑性変形性に優れ、加工能率の向上が可能

・また、TungCutを用いることで、多様な被削材の溝

入れ加工で高生産性が可能
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ロング刃長
AE-VML 追加 !

（消費税別途）

カメラの上下移動なしに合焦範囲を変更可能(右)

　ミツトヨは、世界最

速の焦点距離可変レ

ンズ「ＴＡＧＬＥＮＳシ

リーズ」を今年1月か

ら発売を開始した。

　ＴＡＧＬＥＮＳは、プリ

ンストン大学機械宇

宙工学専攻のＣｒａｉｇ

　Ａｒｎｏｌｄ教授が率いるチームによって発明され、そ

の技術の使用許諾を受け、ミツトヨはミツトヨ製ＴＡＧ

ＬＥＮＳシリーズを商品化した。米国生産拠点である、

Mitutoyo Optics Manufacturing America 

Corporationにて、すでに生産を開始している。

　ＴＡＧＬＥＮＳの超高速焦点距離可変技術を提供す

ることにより、エレクトロニクス、バイオ・メディカル、食

品・薬品などの幅広い分野において、製造・検査工程

の生産性向上やコスト削減に大いに貢献することが

可能となる。

 【主な特長】

　▽瞬時に

全焦点画像

の取得が可

能＝従来の

レンズにＴＡ

ＧＬＥＮＳを付加させる事で、超高速で焦点距離を可

変する事が可能となり、リアルタイムに全焦点画像を

取得できる。スキャンする際にＴＡＧＬＥＮＳは機械的

な駆動を必要としない。

　▽超高速スキャンにより、オートフォーカス時間の

短縮に貢献＝ＴＡＧＬＥＮＳを使用する事で、従来の光

学系の合焦範囲を大幅に拡張できる。機械的オート

フォーカス機構は不要のため、ピント合わせに要する

時間を短縮でき、外観検査装置等のスループット向

上に貢献する。

　▽ユーザーの装置に組込みやすい設計＝顕微鏡

ユニットＶＭＵ－Ｔ１を同時にリリースし、ユーザー側

で光学システムの構築が容易となっている。また、ソフ

トウェアにはＳＤＫ（Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｋｉｔ）

ファイルも付属しており、ユーザー独自のソフトウェア

と共存する事が可能。

　彌満和製作所の新製

品『Ｚ‐ＰＲＯ（ズィー・プ

ロ）シリーズ』は、高性能

マシニングセンタに最

適なタップを極めた究

極のプロツールである。

　止り穴用コーティング

スパイラルタップ「ＶＵＳ

Ｐ」、通り穴用コーティン

グポイントタップ「ＶＵＰ

Ｏ」がラインナップ。

　タップの寿命問題の

主な要因は、切りくずの排出によるものが多い。『Ｚ‐

ＰＲＯシリーズ』　は、切りくずの排出性を考えた独自

の溝形状と最適なロング形状を採用することで、切り

くずの排出性を大幅に向上している。

 【主な特徴】

　①母材は、耐摩耗性に優れた粉末ハイス

　②耐熱性・長寿命を考慮し、水溶性切削油剤に対

応したコーティングを採用。

　③スチール材をメインに広範囲な被削材加工に

対応し、中速域での加工を推奨。

　パナソニック

は、電動工具発

売40周年を迎

え、これを記念し

て「アニバーサ

リーモデル」の

販売を展開している。

　1979年にニッケルカドミウム電池内蔵のドライ

バーを発売して以来、バッテリーの高容量化やツー

ルの軽量化など、40年に亘ってさまざまな商品開発

を重ねてきた。

　アニバーサリーモデルは、充電ハンマードリル、工

事用充電クリーナー、充電スティックインパクトドライ

彌満和製作所

究極のマシンタップＺ‐ＰＲＯシリーズ
新コーティングタップ ＶＵＳＰ／ＶＵＰＯ
高性能マシニングセンタに最適

ミツトヨ

世界最速の焦点距離可変レンズ
ｰTAGLENS シリーズ発売ｰ

パナソニック

電動工具発売40周年記念
「アニバーサリーモデル」販売

　今回紹介するもうひとつの製品は、Aタップの性能

を最大限引き出すように特別なチューニングを施し

たタップホルダーの「シンクロマスター」。

　新提案の極微小フロートで軸方向の加工負荷を

低減し、同期送り機構付き設備を利用されている場

合には特に有効で、タップ加工時の突発的な折損を

防止し、タップの寿命を安定させ高品位なねじ穴加

工を可能にする。

　ピカコーポレイションのコ

ンパクト自走式高所作業車

『ＢＯＳＳ』は、狭い通路などの

通過に適しており、使用時電

源不要で、最大使用質量は

150㎏。内装、メンテナンス

作業にも適している。

 【主な特長】

　▽充電状態の確認が可能

なバッテリー残量計。

　▽急な充電切れ等で降り

られなくなった場合も、ゆっく

りと降下が可能な手動降下

装置。

　▽操作コントロールは取り外し可能。

　▽下部ボックス側面に操作電源キースイッチ付き。

　▽拡張床は足元ペダルで二段階の調整が可能。

　▽フォークリフトでの運搬が可能。

 【仕様】

　▽作業床高さ（最大）ｍ＝3.1▽外形寸法㎜＝

76 0×1 3 8 5×1 7 4 0Ｈ▽作業床寸法㎜＝

700×1250×1650▽質量（自重）㎏＝495▽価格

（税別）＝290万円。

ピカコーポレイション

自走式高所作業車『ＢＯＳＳ』
狭い通路などの通過に最適

新
コ
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バー、充電スティックドリルドライバー4機種の『ブ

ラック＆ゴールド』製品。これら製品のボディはブラッ

クで、ブランド名や40周年のロゴマークなどはゴー

ルドで配色している。

　また、ハンマードリルには深さアジャスターに取り

付け可能な水平器、クリーナーには収納ケース、イン

パクトドライバーとドリルドライバーにはビット2本

（ゴールド）をそれぞれ特典として提供している。（台

数限定）

　なお、今回に続き第二弾の企画も進められている。

　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。

　今回紹介するのは、Aブランドの

エンドミルAE-VMSシリーズに新

たに追加されたロング刃長の

「AE-VML」。『新たなミーリングス

タンダード』と題して、ショート形の

発売をスタートに、そのラジアスタ

イプを追加、さらにスタブ形、とサイズとバリエーショ

ンを拡大してきた。

　AE-VMSシリーズは、多種多様な被削材・幅広い

加工に対応し、高能率加工と、作業時間短縮、コストダ

ウン、加工面の仕上がりにこだわって開発された。潤

滑性・耐摩耗性・高温耐酸化性に優れる新“デュアラ

イズコーティング”を施し、複合多層構造がサーマル

クラックを抑制する。切れ味の良いポジ刃形で切削抵

抗を低減、高剛性と切りくず排出性を両立した新溝形

状により、バリ発生を抑制。不等リード・不等分割の採

用でびびりを抑制し、安定した高能率加工を実現する。

　今回の「AE-VML」ロング形では、さらに進化し、

大きな芯厚により高剛性を実現、高速側面切削を可

能にする。また、刃先からシャンクに向けて芯厚が変

化するウェブテーパにより、工具剛性を向上させ、加

工面の倒れを防止する。さらに、強ねじれ仕様で切削

抵抗を低減し、安定加工を可能にし、従来の不等分

割・不等リードに加えて、マイクロレリーフの採用で、

びびり抑制効果をさらに高め、安定した高能率加工

を実現する。

オーエスジー

Aブランド・エンドミルAE-VMSシリーズ

ロング刃長の「AE-VML」を追加
安定した高能率加工を実現

充電ハンマードリル

 Aタップの性能を最大限引き出す
タップホルダー「シンクロマスター」

　昭和電機は、プッ

シュプル型換気装

置「Ｖｅｎｔｉｒｅｓａ（ベ

ンチレーサ）」を広

くＰＲ。
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サ）」を販売。整流された新鮮な風が流れている空間

で、発生した有機物質を周囲に拡散する前に均一な

風速で吸引し、広範囲の換気が可能。また、小さい

モータで遠くまで風が届き効果が得られるため、省

エネ性能にも優れている。

　他の排気装置に比べ、作業性を考慮した無駄の

無い配管で小型化を実現。ベンチレーサは下降流

テーブル型・水平流テーブル型の２種類をパッ

ケージ型として用意しているが、様々な現場に対応

できるよう、顧客に合わせた製品を1台から製作し

ている。

昭和電機

プッシュプル型換気装置
「Ventiresa（ﾍﾞﾝﾁﾚｰｻ)」

　タンガロイは、発売以降好評の溝入れ加工用の

汎用PVD材種『AH7025』を、多機能溝入れ加工用

工具『TungCut』（タング・カット）へ大幅に拡充し3

月18日より全国で発売を開始。

　多機能溝入れ加工用工具のTungCutは、独自の

タンガロイ

溝入れ加工用工具
『TungCut(ﾀﾝｸﾞ･ｶｯﾄ)溝入れ加工用
新PVD材種AH7025の拡充』

　ダイジェット工

業は、好評の高

能率高送りカッ

タ「ＳＫＳ-ＧⅡ」に

新インサート「Ｐ

Ｍブレーカー」

「ＳＭブレーカー」を2月発売した。新製品名称は、金

型加工用インサート「ＰＭブレーカー」、耐熱合金用イ

ンサート「ＳＭブレーカー」。

　ＳＫＳ-ＧⅡは四角ポジティブな刃先交換式イン

サートを採用した高送りカッタである。難削化する被

削材に対して切削抵抗を低減しかつ刃先強度を有し

た、金型加工用インサート「ＰＭブレーカー」とチタン

合金等の耐熱合金用インサート「ＳＭブレーカー」を

シリーズ追加した。

 【特長】

　①高剛性かつ刃数増により高能率加工が可能な

高送りカッタ。インサートは10㍉および14㍉サイズを

揃え、加工形態に応じた選択が可能。

　②「ＰＭブレーカー」は、金型材料の高能率加工に

適した低抵抗形刃形であり、刃先強度を併せ持つ。

　③「ＳＭブレーカー」は、刃立ち性を高め、切削熱の

影響を軽減し、加工振動による寿命低下を防ぐ形状と

している。

ダイジェット工業

金型加工用高能率高送りカッタ

「SKS-GⅡ」サイズ拡張

インサートクランプ方式により、インサートのクラン

プ剛性が高く、安定した長寿命を提供する。また、小

物加工から一般加工まで幅広くカバーし、あらゆる

溝入れ加工に対応する。

　今回、多機能加工が可能なTungCutシリーズの

インサート全てにAH7025を設定することで、多種

多様な溝入れ加工において、さらなる高生産性な溝

入れ加工が可能となる。

■主な特長

・『AH 7 0 2 5』を多機能機能加工が可能な

『TungCut（タング・カット）』シリーズのインサート

全てに設定

・AH7025は、溝入れ加工で要求される耐チッピング

性と耐塑性変形性に優れ、加工能率の向上が可能

・また、TungCutを用いることで、多様な被削材の溝

入れ加工で高生産性が可能
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だより総 務 部総 務 部
　管理部総務経理課の秦です。3月に入り温かい日も増え桜の

蕾も膨らんできました。花粉症の方にとってはつらい季節となり

ましたね。東海地方では例年よりも花粉の飛散量が多いとの予

測です。私自身花粉症ですのでうがいをしたり野菜を多く摂っ

たり花粉のつきにくいツルツルとした素材の洋服を着るなどい

ろいろな対策を講じてみようと思います。

　春になりプロ野球やＪリーグが開幕しました！平日はデスクワ

ークが主ですので休みの日にスポーツ観戦をしてリフレッシュ

することが今の楽しみです！また、スポーツ観戦以外にも何か趣

味を見つけられたらと思っております。皆様はこの春新しく始め

られることはありますでしょうか？

　さて4月から新年度がスタートし弊社にも4名のフレッシュな

新入社員が入社いたします。４月１日には新元号の発表もありま

すので気持ち新たに気を引き締めてお仕事頑張りましょう！　

π ＢＣＰ調査表が届いたが未だ手付かず。
π 親会社からそろそろＢＣＰ対策をと言われているが・・・。
π ＢＣＰ対策うちの会社にも必要なの？予算は・・・。
π ＢＣＰ対策ってそもそも何をすればいいの？
π ＢＣＰ対策が必要なのはわかるんだけど何から手を付けたらいいのか・・・。

BCP対策BCP対策 にお困りではありませんか？

　ＢＣＰ対策に関しては必要とわかっていながら『何から手つけて良いのかわからな
い。』『何をしなければいけないのかわからない。』という企業様が多いと存じます。そ
うしたお客様のお悩みに当社で何かお手伝いができないかと考え、当社からお客様
へＢＣＰの取組みをどのように進めたら良いかアドバイスをさせていただく会社をご
紹介させていただきます。まずはお客様の現状を調査させていただき「どのような対
策が必要か」「何から始めれば良いのか」を診断させていただきます。この調査には
費用は掛かりますがＢＣＰ対策に向けて第一歩を踏み出すきっかけにしていただけ
ればと思っております。ＢＣＰの本格的な策定までは考えていないができる対策だけは
しておきたいという企業様にはお勧めです。当社も今期この調査を受ける予定でおり
ます。まずは当社営業マンへお問い合わせ下さい。

営業企画部からのお知らせ

～ キャリア採用 ～

新入社員紹介新鮮力!!

2019年度
新入社員紹介 よろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

新鮮力!!

出　　身：三重県
出身大学：名古屋学院大学
趣　　味：サッカー観戦
好きな事、好きな物：美味しいものを食べること
入社後の抱負：元気にがんばります！

 星野  泰成 （小牧営業所）
ほしの たいせい

出　　身：三重県
出身大学：愛知学院大学
趣　　味：草野球
好きな事、好きな物：カラオケ・お酒を飲むこと
入社後の抱負：わからないことを1つ 1つクリアし
　　　　　　　会社に貢献できるようがんばります。

 谷口  駿汰 （岐阜営業所）
たにぐち しゅんた

出　　身：愛知県小牧市
出身大学：名古屋学院大学
趣　　味：体を動かすこと・スニーカー収集
好きな事、好きな物：筋トレ・NIKE のスニーカー
入社後の抱負：自分から進んでやることを意識して、
　　　　　　　一生懸命頑張ります！！

 溝口  恭生 （名古屋営業所）
みぞぐち きょうせい

出　　身：福岡県
出身大学：名城大学
趣　　味：スポーツ観戦
好きな事、好きな物：ラグビー
入社後の抱負：先輩方についていけるように
　　　　　　　1日 1日成長したいです。

 藤井  和樹 （豊川営業所）
ふじい かずき

出　　身：愛知県稲沢市
出身大学：岐阜聖徳学園大学
趣　　味：旅行・音楽鑑賞
好きな事、好きな物：ドライブ・観光地巡り・
　　　　　　　　　　食べること
あいさつ：

 櫻井  良治 （小牧営業所）
さくらい よしはる

　　　　　2月18日に小牧営業所に入社しました
櫻井良治です。趣味は観光地を車で巡ることで
す。今後はお客様の所に安全運転でより早く商品
をお届けできるよう心掛けていきます。一日も早
く皆様に顔を覚えて頂けるよう、日々取り組んで
参ります。今後ともご指導のほどよろしくお願い
致します。

 

　「ＩＮＴＥＲＭＯＬＤ２０１９／金型展」（主

催＝一般社団法人日本金型工業会、運営＝インタ

ーモールド振興会）ならびに「金属プレス加工技

術展」（主催＝一般社団法人日本金属プレス工業

協会、同）の開催準備が進められている。

　今年は東京と名古屋で開催。日程は、東京会場

が4月17日（水）から20日（土）（東京ビッグサ

イト・青海展示棟）、名古屋会場が6月19日

（水）から22日（土）（ポートメッセなごや）と

なっている。今回の新企画のひとつで、アディテ

ィブマニュファクチャリングがけん引する次世代

加工技術「３Ｄプリンティングラビリオン」では、

試作・デザイン・解析＆３Ｄプリンティングフェ

アとして展開することにより、積層造形技術に関

心を持つ来場者の集客を高める。

　また、併催特別企画として、ＩｏＴ、自動化、

ロボット、ＡＩを活用し、新たなモノづくりを提

案する「工場環境・設備ソリューションフェア」、

一方「鍛造加工技術フェア」では、鍛造加工業界

のみならず、業界をサポートする設備関連業界か

ら、最新の技術、機械等の製品情報を発信し、各

社が抱える問題解決と提案が行われ、ビジネスを

促進する。

 【出展対象製品】

　工作機械、工作機器、特殊鋼工具・超硬工具・

ダイヤモンド工具、機械工具-研磨・砥石、精密

測定器・光学測定機・試験器、プレス機械、プラ

スチック加工機械、プラスチック加工機械周辺機

器および原材料・副資材など、機械系・金型用 

ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥシステム、造形システム

（ラピッドプロトタイピングシステム）、ＦＡ関

連機器・装置、ＮＣ装置、自動プログラミング装

置、金型材、金型部品、金型加工システム、金型

表面処理、その他関連製品、試作・モデリング関

連、生産管理システム、金型周辺機器、金型メン

テナンス関連、切削工具、図書・文献・資料、各

種金型、成形サンプル。

　なお、プレゼンテーションションセミナー、

テクニカルセミナー、オープンセミナーなどが

行われる。

　名古屋での開催は今回が第2回目。昨年は417

社・団体が出展、会期中43,648名が来場し、自

動車をはじめとするものづくり産業の集積地であ

るだけに、その関心の高さが窺われた。

　なお、会期中5万名の来場者が見込まれている。

名　　称 （東　京）INTERMOLD 2019(30回金型加工技術展) 金型展2019

　　　　 （名古屋）INTERMOLD 名古屋/金型展 名古屋

会　　期 （東　京）2019年4月17日(水)～20日(土)

 （名古屋）2019年6月19日(水)～22日(土)

開場時間 10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

会　　場 （東　京）東京ビッグサイト 青海展示棟

 （名古屋）ポートメッセなごや

主　　催 一般社団法人日本金型工業会

運　　営 インターモールド振興会

4月に東京、6月に名古屋で開催
INTERMOLD2019/金型展

前回のインターモールド名古屋展

現代人の生き方？

『 アドレスホッパー 』
　若者の間でアドレスホッパーが流行り

つつある。

　Address(住所)･Hopper(転 と々する)

　あえて特定の住居をもたず、ホテルや友

人宅、シェアハウスなどで寝泊まりを主とす

る人が増えているみたい。

　主な利点として、毎日が刺激的、新発見、

一定の固定費がかからないので、人によって

は一人暮らしよりも安価に暮らせる？

　住居が１つのステータスと言われる日本

において、新しい時代の幕開けと言ったとこ

ろだろうか？

　従来の地方創生では完全に生活の拠点

を移してくれる移住者を求めていたが、定住

しなくても定期的な滞在、仕事などで地域と

の縁を持ち継続的に関わりを持つ人たちを

増やすスタイルは、アドレスホッパーのライ

フスタイルと合致しているようだ。

　仕事の多様化によって、働く場所が自由に

なり、家賃や公共料金を払ってまで一定箇所

に定住する必要がなくなったこと。
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