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私の趣味というより好きなことになるのですが、四季を感
じることです。何か難しそうに聞こえるかもしれませんが、
決して芸術的なものではありません。ただ単純に感じるだけ
なのです。
なぜ好きになったかというと以前、海外に赴任していた経

験があります。そこは、アジアの某所で一年中暑い（雨季と
乾季はありますが。）国でした。その為、生活していく中で
の出来事がいつ頃のことだったのか…。
みなさんは、たぶん知らず知らずの内に出来事と四季（暑

かった時、寒かった時など）と連動して記憶しているのでは
ないでしょうか？
四季のない国では、そうはいかないのです。
この時、四季が日本にあるということは非常に貴重であり、
大切にしていかなければならないと感じました。
昨年の秋は、香嵐渓の紅葉（右上）。冬は、富士山付近。こ
の春は岡崎公園の桜（右真中）。そして一足早い夏に向けて先
日、海を見てきました（右下）。
何処だか分かりますか？
正解は、福井県の水晶浜です。
海開き前だったのですが、非常に暖かい日で結構沢山の人

が水遊びしていました。
みなさんも是非、日本の四季というものを意識して感じて

みてください。
第二営業部係長 河村幸司

皆さん！こんにちは�
毎日暑い日が続きますが暑さ対策はされていますか？イトーノブは５月からクールビズです。正直ネクタイをしないのは、落ち着かないのが本
音です…。
会社の空調は２６℃設定ですが、やはり暑さには勝てず、私なりに暑さ対策でＹシャツはウルトラクールシャツ。

このシャツは汗を書いてもサラッと乾く。汗に濡れてもシワになりにくい。お勧めのＹシャツです。
毎日こんなに暑い日が続きますと７月末～８月上旬にはスポットクーラー・工場扇が品薄欠品となります。
暑さ対策以外に省エネ診断・節電などの提案をさせて頂きます。イトーノブは暑さに負けない燃える集団です！！宜しくお願い致します。

Ｍ＆Ｔ委員 猛泰

今年も熱い、暑い、夏のメインイベント「どてらい市」が、６月１４日
から１６日の３日間、メーカー２８５社出展で開催されました。期間中は約
１２０００名様の大変多くのユーザー様がご来場され大盛況のうちに無事終
了致しました。
週末の大変お忙しい中、また遠方からご家族ご友人の方々にも大勢ご

来場頂き、誠に有難うございました。
お蔭様で当日はたくさんのお買い上げ、お引合を頂きました。
また、普段は業務スタッフが電話でのご対応のみで改めてご挨拶が出

来て喜んでおります。
さらなる満足度向上を目指してメーカーと一体となり、お客様目線で

品質・コスト・スピード・提案をトータルでサポート出来るプロ集団を
目指していきますので宜しくお願いたします。

常務取締役 伊藤啓二
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イトーノブ社員の趣味や、最近ハマっている事、
オススメのお店などを紹介するスペースです。

◆小型軽量
◆ストレート形状なため穴に対して
垂直に当てやすい

◆プッシュスタート式でワークに当
てないと刃物が回転しない安全設計

機械械加工工後後ののババリリ取りりにに��

アアルルミミダダイイカカスストト製製品品、機機械械加加工工部部品品ののババリリ取取りりにに最最適適
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空気式小型ヤスリスーパーハンドライト
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いつもお世話にな
ります。
私事で恐縮です
が、６月８日に第４
子となる女の子が産
まれました。

なぎ さ

名前を「渚紗」と
付けました。子供は
全員女の子なので、
これで４姉妹になり
ます。３人のお姉ちゃんたちがお世話をしたくて、
いつも周りにいて騒いでいます。四女はなかなか寝
させてもらえなくて、少々うるさそうです。
今は大丈夫なのですが、４人とも女の子なので１０
年後に嫌われていないか心配しています。女の子の
お父さん達、何か良いアドバイスはありますでしょ
うか？参考にさせて頂きたいです。
しばらくは賑やかな（うるさい？）状態が続くと
思いますが、楽しく過ごしています。

第二営業部 加藤智一

◆小型・軽量・低振動

◆作業効率ＵＰ

◆作業者に優しい

●作業にあったヤスリ形状の

ラインナップ

平型・甲丸・三角型・丸型の４種類

空気式バリ取り機バリカッター

●エアー源があれば作業が可能
（ボール盤へ移動する必要がありません）
●エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要

型式：ＢＣ－００５

型式：ＳＨＬ－４０

エアーダスターイメージ図

編 集
後 記

（ ）

香嵐渓

な ぎ さ

渚紗 ちゃん岡崎公園の桜

水晶浜（福井県）
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７ｌｅａｄｅｒｓ社

不等分割・不等リード
最新デザインのエンドミル

スイス製の良質
な母材を使用し、
ＷＡＬＴＥＲ社Ｃ
ＮＣ研削盤にて製
作される不等分割
不等リードの最新
デザインのエンド
ミル。振動を抑え、より美しくスムーズな加工を
実現する。
コーティングもヨーロッパ仕様の最新コートを

施したハイパフォーマンス製品でありながら、手
ごろな価格も魅力である。

Ｎｉｎｅ９社

超硬インサート式多機能工具
コスト削減に大きな効果

センター穴加
工、面取り、文字
彫りコーナーＲ面
取り、モミツケ、
溝入れ加工など
様々な加工に対応
する。
研磨不要で経済的、サイクルタイムの短縮が可

能。中でもインサート式のセンタードリルは特許
を取得しており高能率な加工で生産コストの削減
に大きな効果を発揮する。

ＴｉｒｏＴｏｏｌ社

３次元ブレーカー付ＰＣＤ／ＣＶＤ
ダイヤモンドインサート

これまでにない
ハイレベルな３次
元ブレーカーを施
したＰＣＤ／ＣＶ
Ｄダイヤモンドイ
ンサートは切粉を
理想的な状態に分
断するのはもちろん、ブレーカーにより切削抵抗
を低減されるため高条件での加工が可能となる
他、面粗さも改善され品質向上にも貢献する。工
具寿命も平均２～３倍延ばすことが可能。
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ムトーエンジニアリング

国産パーソナル３Ｄプリンタ第二弾
～最大造形エリア３００ｍｍ×３００ｍｍ×３００ｍｍを実現～

ＭＵＴＯＨホール
ディングス傘下で、
設計・製図機器やＣ
ＡＤソリューション
事業を展開している
ムトーエンジニアリ
ングは、自社で製造
・開発したパーソナ
ル３Ｄプリンタ第二弾となる「ＭＦ－２０００」を２０
１４年６月より出荷を開始した。
発売開始した「ＭＦ－２０００」（小売り希望価格

４５０，０００円、税別）は、「ＭＦ－１０００」で培われ
た高剛性技術を継承・改良を加えることで、造形
エリアを３００ｍｍ×３００ｍｍ×３００ｍｍと拡大し、
パーソナル３Ｄプリンタで最大値を実現した。
「ＭＦ－２０００」は、同ヘッドを２個搭載してお
り異種材を使用しての出力も可能。また、ダブル
ヘッド搭載機の多くで発生する、積層中に造形物
にヘッドがぶつかったりする問題を、未使用側の
ヘッドを上下移動させることで解決させた。
「ＭＦ－１０００」同様、筐体の剛性化によりＸ、
Ｙ、Ｚ軸のズレが最小限に軽減され、積層レイヤ
ー１００ミクロンの高解像度造形も継承。さらに、
マテリアル特性を生かす工夫として、ヒーター付
き成型テーブルを装備し、樹脂の急激な温度変化
による収縮と反りを抑える構造もそのままに、マ
テリアル注入ヘッド部分にダブル冷却ファンを搭
載、素材の定着を早める機能も継続採用した。
マテリアル（フィラメント）は、ＡＢＳ樹脂と
ＰＬＡ樹脂の２種類各９色、フィラメント径は１．
７５�と３�の各２種類を提供。また、サポート材
としてＰＶＡ（ポリビニールアルコール）をはじめ
とした様々なマテリアルを使用可能として行く。

オリオン機械

新たな発想の真空ポンプ
インバータベーンレスポンプＫＣＥシリーズ

オリオン機械は、新たに大
幅な省エネを実現した精密空
調機や真空ポンプを発売し、
注目を集めている。
同社は、コンプレッサ圧縮

エアー除湿機：エアードライ
ヤーや冷水供給装置の産業用
チラーを中心とした生産現場
には欠かせない機器を製造す
るメーカー。同社の製品はそ
の省エネ性が高く評価され、
『第９回新機械振興賞』・『日本機械工業連合会
会長賞』・『第２４回中小企業優秀新技術・新製品
賞』等、数々の表彰を受けている。
特筆すべき製品は
第一に業界ＮＯ．１の省エネ性能を実現した「新
型ＤＣインバータチラーＲＫＥ－Ｂシリーズ」、こ
れはすべての動力源を、お客様の負荷状態に合わ
せて必要最小限の消費電力でエコ運転を可能とし
た究極のインバータチラー。
第二に「全体空調から局所精密空調へ」をキー

ワードに、世界に類のない最新テクノロジー「ヒ
ートポンプバランス制御」をもつ精密空調機器Ｐ
ＡＰシリーズ。これは特許を取得した画期的な冷
凍制御技術により最大で８０％もの省エネを実現し
ている。
そして、第三に業界初となるインバータ回転数

制御機能を標準装備した新たな発想の真空ポン
プ：インバータベーンレスポンプＫＣＥシリー
ズ。これも真空利用負荷状況に応じて最大８４％も
の省エネを可能としている。

三菱マテリアル

“溝入れバイト”ＧＹシリーズ

小型旋盤用シリーズを追加

三菱マテリアル加工事業カンパニーは、“溝入
れバイト”ＧＹシリーズに小型旋盤用シリーズを
追加、５月２１日販売を開始した。
主な特長は、�溝入れ・突っ切り加工用ＧＳと

ＧＭブレーカの２ブレーカを商品化�インサート
材種は好評のＶＰ１０ＲＴ、ＶＰ２０ＲＴとＮＸ２５２５

を商品化。
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、

耐熱合金やチタン合金の加
工に優れた性能を発揮▽一
体型ホルダによりさらに高
剛性。従来品に比べびびり
を抑制し良好な仕上げ面を
実現。型番＝インサート刃幅１．５�、溝入れ・突
っ切り加工用（低送り）ＧＳブレーカ三型番、溝
入れ・突っ切り加工用（中送り）ＧＭブレーカ三
型番、外径用バイトホルダ＝３２型番。



ＴＨＫ

ＴＨＫ電動アクチュエータ
コンパクトシリーズＫＲＦ

ＴＨＫの電動アク
チュエータコンパク
トシリーズＫＲＦ
は、実績のあるＫＲ
／ＳＫＲのアウター
レールを採用し、モ
ーメント剛性を高め
たフルカバータイプの単軸アクチュエータ。
特徴は

�高剛性。アクチュエータ単体の剛性が高いため、
省スペース設計が可能。

�フルカバー構造。サイドカバーとマグネットの
吸着で浮き上がりを低減する上面ストリップシ
ールによるフルカバー構造により、外部からの
異物進入による破損を防止。

�簡単セットアップ。専用ドライバコントローラ
ＴＬＣ／ＴＨＣと組み合わせることで、豊富な
機能を簡単に操作することが可能。

�製品ラインナップ。幅３３ｍｍから６６ｍｍまでの
４タイプで、５０ｍｍごとのストロークをライン
ナップ（最大ストロークは幅６６ｍｍのＫＲＦ６
で８００ｍｍ）。
なお、お客様の用途に応じて、モータなしタイ

プも選択することが可能。

ワイテック

持ち運び可能なバリ取り工具
ハンディタイプの新製品「バルゾ」

「バルゾ」の特長は、
ダイカストのパーティグ
バリや内径バリがワーク
を傷つける事なく除去。
通常のヤスリ作業の約１
／５の時間でバリ取り作
業が完了。消耗時にはブラシ部を交換するだけで
ＯＫ。駆動部は回転体では無く振動（往復運動）
なので作業者も安全。
【製品スペック】

▽ブラシ部＜ＢＡ０８－９０Ｌ、ＢＡ１２－９０Ｌ、ＢＡ
１５－９０Ｌ、ＢＢ１２－９０Ｌ＞
▽エアーツール：Ａ０１０
▽サイズ：Ｗφ４５×Ｈ６８×Ｌ１９５
▽重量：０．７１ｋｇ
▽回転数：１５，０００ｒｍｐ

▽流量：３８０�
▽使用空気圧：０．４～０．６Ｍｐａ

第一測範製作所

高性能縦型万能測長機
＜スイス・トリモス社製＞

日本国内総販売代理店

第一測範製作所はこの程、ス
イス・トリモス社の高性能縦型
万能測長機＜ハイトゲージ＞の
日本国内総販売代理店となっ
た。高さ、幅はもちろん、段差、
溝幅、溝の中心位置、内径、外
径、穴の中心位置、穴ピッチ、
溝ピッチ、平面度、角度、直角
度、深さ、二次元測定等が可能。
しかも現場で誰でも扱え、簡単
操作の他、次のような特長を持
つ。
�圧倒的に速い測定スピード＝穴位置測定等は
数秒�測定精度は１～２μｍ�人による誤差なし
＝タッチプローブ内臓�簡単操作＝現場で精密測
定可能＝品質管理の理想形�業界唯一のラインア
ップ３００�～２０００�の測定範囲。
・精度（１．２＋Ｌ／１０００）μｍ〈Ｌ＝�（Ｌは移動量）〉

曽根田工業

新発想！切屑破砕機
今までにないランニングコスト追求！

【特徴－１】サイド
カッターを使って切り
屑を破砕。特殊な刃を
使用しない為コストを
下げることができ、刃
の再研磨や破損時の取
替えは、破損部のみ交
換が可能。メンテナンス性能に優れる。
【特徴－２】センサーとシーケンサーを用いて、
常に稼働状況を監視。サーマルのみのタイプに比
べ、確実にギヤモーターを制御。ギヤモーターの
焼付け、破砕刃過剰負担を防止する。
【特徴－３】オプション用インターフェイスも
用意。任意にインターロックの増設に対応する。
【特徴－４】大小２種類の刃が確実に切り屑を
引き込み、刃先クリーニング機能で切り屑の巻き
付きを防ぐ。
【省スペース切屑破砕機】〈コンベア幅４００～

６００�対応

・切り屑の種類により３タイプをラインナップ。
・小型で省スペースの為、取り付けが容易。
・カッターサイズは φ７５を３枚、φ１２５を２枚使用。
【幅広切屑破砕機】〈コンベア幅６００～９００�対
応〉
・ワーク材質を選ばない為アルミから銅、鋼など
も対応。

・幅広設計で、２スピンドル旋盤などのコンベア
も対応。

・モーターに２馬力を採用し、余裕の処理能力。
・カッターはφ７５を３枚、φ１２５を４枚、スクリ
ューを２枚使用。
なお両タイプとも、オプションでモーター監視

機能タイプも選べる。

オーエスジー

かつてない安定性を実現

好評の「Ａタップシリーズ」
全５２４アイテムに大幅拡大！

オーエスジー
は創業７５周年に
あたり、培って
きた技術の粋を
結集した新プレ
ミアムブランド
「Ａタップシリーズ」を２０１３年発売開始した。
止まり穴用スパイラルタップＡ－ＳＦＴ、通り

穴用ポイントタップＡ－ＰＯＴの２種類全５８アイ
テムを２０１３年７月より発売しこの度、オーバーサ
イズ、ロングシャンク、エンドミルシャンクなど、
全５２４アイテムにシリーズを大幅拡大した。
ものづくりの進化とともに、材質、形状、コー

ティング、さらに加工方法とあらゆる改良が加え
られ、用途別、被削材別にタップが開発されてき
た。タップ加工において主なトラブル原因は、切
りくず排出時の不安定さ。Ａタップシリーズは、
安定した切りくず排出性を持ち、さらに様々な被
削材や幅広い切削領域・機械で使用できるうえに
工具寿命も長いという画期的な切削タップ。
母材は高い耐摩耗性の粉末ハイス、表面には高

い耐摩耗性のＶコーティングを採用。切りくず形
状を安定化させる切れ味重視の刃先仕様と、止ま
り穴用のスパイラル溝に切りくず排出を促す不等
リード溝を採用した。今後も引き続き、シリーズ
の拡大が図られる。

第８４号 ２０１４年（平成２６年）７月号 （３）
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『計測・測定カイゼン展』
会場は名古屋市工業研究所展示場

７月２３日・２４日の２日間開催

『２０１４計測・測定カイ
ゼン展ｉｎ名古屋』（後
援：日本物流新聞社）が、
７月２３日�（１３：００～１
６：３０）・２４日�（１０：
００～１６：００）の２日間、
名古屋市工業研究所１Ｆ
展示場において、開催さ
れる。
現場における「計測・測定」の問題点、悩み事

に対してカイゼン提案するのが同展示会の趣旨
で、優良メーカー１２社が最新技術、新製品、主力
製品を展示紹介する。
【出展メーカー】
アイゼン、ダイアディックシステムズ、タスコ

ジャパン、東京精密、ＴＯＮＥ、日本ヴィジョン
・エンジニアリング、日本スピンドル製造、日本
電産シンポ、ブルームＬＭＴ、ベクトリックス、
マグネスケール、ミツトヨ。
なお、下記のセミナーが同時開催される。
▽７月２３日��１３：３０～１４：３０＝三次元測定機
の正しい使い方（ミツトヨ）�１５：００～１６：００＝
測定冶具の自動化と人間計測器？提案！（ダイア
ディックシステムズ）
▽７月２４日��１０：３０～１１：３０＝はめあい精度

について（アイゼン）�１３：３０～１４：３０＝加工現
場計測について（東京精密）

スギヤス

世界初！待機ブレーキ付きタイプ

『レスキュースライダー』
安全・迅速「緊急階段避難車」

スギヤスの緊急階段避
難車『レスキュースライ
ダー』は、世界初の待機
ブレーキ付きタイプで、
避難時のさらなる安全を
期して登場した製品であ
る。
▽簡単操作〈本体も軽
量のため女性でも簡単に
操作できる〉
▽安心〈腹部と頭部を固定できるので意識のな
い方も安心して搬送できる〉
▽快適操作〈その場で回転もスムーズに行える
ため、狭い踊り場でも容易に操作ができる〉の３
つが大きな利点である。
なお、▽ＲＳ１５（標準タイプ）最大荷重１５０�
まで対応可能、本体重量９．６�▽ＲＳＢ１６（待機
ブレーキ付きタイプ）最大荷重１６０�まで対応可
能、本体重量１０．７�の２タイプがある。

村橋自動車

津波シェルターを開発！
迅速な非難が可能に

東日本大震
災に於ける津
波被害の惨状
を目の当たり
にした時、避
難する為の時
間的余裕がな
い、あるいは
物理的に避難することが困難（真つ暗闇の中での
避難）という様な課題が浮き彫りになった。村橋
自動車が開発したシェルターは、このような事態
に対応すべく生活空間内に設置でき、迅速に避難
することができる。
シェルターには、次の２タイプがある。
▽Ｒ―１：シングルベッドサイズで、角パイプ
を使用し家屋倒壊時の衝撃に対応できるよう構造
部材の補強がしてある。
▽Ｒ―２：容量はＲ―１の約２倍で、２名分の
シートベルト付座席が設置してある。

ハモコ・ジャパン

水だけで発電し、乾電池不要

『ＭＧ（マグネシウム）電池』

ハモコ・ジャパンの
推奨する「ＭＧ（マグ
ネシウム）電池」は、
災害による長時間の停
電に対処できる。
塩水を入れると、マ
グネシウムが酸化して
発電を開始するしくみで、『水で、発電。』を可
能にしている。
▽水（塩水）だけで発電するから乾電池、ガソ

リンなど一切不要！
▽自然放電ゼロだから何年でも保存可能。しか

もメンテナンスの必要なし！
▽発電時も無音、無臭だから夜間・屋内での使

用もＯＫ！―などが特長。

テクノグリーン

災害時の非常用階段避難車

「エクセルチェアー」

Ｅｖａｃｕｓａｆｅ社が開
発した「エクセルチェアー」
は、突然の怪我・病気や身体
に障がいを持つなど、自力歩
行が困難な人々が地震・火災
などの災害時に、エレベータ
ーが使用できなくなった場合
でも、階段を使用して確実に
避難できる“非常用階段避難
車”である。

【特徴】
▽抜群の操作性＝階段以外の場所では、絶えず

４輪走行、狭い路地・踊り場でもスムーズな走行
が可能。
▽利用者への優しい配慮＝ヘッドレスト・アー

ムレスト・フットレストが標準装傭。利用者の安
定・安心した「お座り」を促す。
▽操作者への優しい配慮＝フラット・シートや

駐車ブレーキが標準装備。利用者のトランスファ
ー（椅子への乗せおろし）を容易にする。
▽安心＆安全への配慮＝サポーター用グリップ

が標準装備。ふたり操作で非常時に確実に使用で
きる。
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