いつもお世話になってます。 社内回覧をお願いします。

サンエーニュース 1 月号
第２７巻第１号 (通巻１５３号)

新年あけましておめでとうございます

２０１５ 年 １月 吉 日

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

[第三次安倍政権に期待！ まず経済対策を！]

ものづくり・商業・サービス革新補助金

円安の勢いが止まらない。新年の挨拶回りをしていて、
お客様から少し動いてきたかな?という話を聞いた。
最終的に製品はどこへ行きますか？と聞くと、殆どが
未だに中国だ！一昨年中国政府は財政支出 4 兆元、日
本円にして 56 兆円にもなる巨額の景気対策をした。
なんと日本の国家予算の半分以上だ。そして今、人件
費が高騰している。日本の企業も付加価値の見込める
製品を国内に戻す動きも出てきた…秋田県内でもＴＤ
Ｋがその動きに同調するようだ。ここでぜひ安倍さん
には国内経済の建て直しを最優先にしてほしい。今年
も宜しくお願いします。

平成 26 年度補正予算案に組み込まれる

★★今週の持ち回り★★

NACHI

◎ 鉄工用ドリル
◎ Ｇコーティングドリル
セット内容(共通)：
φ2.0、2.5、3.0、3.2、
3.5、4.0、4.5、4.8、
5.0、6.0

＜＜＜大好評の為販売継続＞＞＞
価格：鉄工用 3,000 円、G コート 5,000 円
★★在庫処分情報★★

◎ハンドタップ各種
★ヤマワ
HT1/4 W20H×5P
HT12 M1.75H×5P
HT14 M1H×SET
HT2.5 M0.45H×1.5P
HT3.5 M0.35H×5P
HT4 M0.7H×1.5P
HT4 M0.7H×9P
HT5 M0.8H×9P
HT-STI12 M1.75H×5P

★ＯＳＧ
HS-AL-SFT2.6 M0.45×RH2
HT1.4 M0.3×5P
HT30 M2×5P
★タノイ
HT3 M0.5H×5P +0.03
HT4 M0.7H×5P +0.03
HT5 M0.8H×5P +0.03
他にも在庫あります…

※詳しくは担当営業にお問い合わせください。

シリーズ・我が社のアクセスポイント 第 98 回
当社下浜・雄和・本荘由利地区担当
「佐々木隆貴」より、ご挨拶も兼ねて
の自己紹介です。

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
平成 27 年 1 月 9 日、中小企業庁が発表した平成 26 年度補正
予算案に、
「ものづくり・商業・サービス革新補助金」が組み
込まれました。今回の｢ものづくり補助金｣は予算額 1,020 億円
となっています。
この補助金は、新しい商品・サービスの開発や業務プロセス
の改善、新しい販売方法の導入など、中小企業・小規模事業者
が取り組む事業革新の費用の 2/3 を補助されます。今回は、共
同体で行う設備投資なども支援対象に追加されます。
大まかな補助対象としては、①新しいサービス、新商品・試
作品の開発、②複数者が共同で取り組む設備投資等 の 2 点が
挙げられます。ただし、②につきましては、創業間もない企業
や小規模事業者は申請書類が簡素化されます。
また、今回の補助金の上限額は、1 社あたりでは前回と同じ
く 1,000 万円ですが、共同体では最高 5,000 万円(500 万円/社)
となります。
ところで、平成 25 年度の各公募における採択状況を見てみ
ましょう。

一次公募(一次)
一次公募(二次)

採択件数

採択率

7396 件
15019 件
14502 件

2916 件
6697 件
4818 件

39.4%
44.5%
33.2%

二次公募
※一次公募の一次受付期間は 2 月 17 日～3 月 14 日、一次公募の二次受
付期間は 3 月 15 日～5 月 14 日、二次公募は 7 月 1 日～8 月 11 日でした。

採択率としては約 30～40％程度となっていますが、予算に
限りがある以上、応募件数が多ければ、採択率は低くなる事
が予想されます。しかしながら、これから設備投資を考えて
いる事業者にとっては非常に魅力的な制度です。まだ「補正
予算案」の段階ではありますが、申請をお考えの事業者の方
におかれましては、今から準備される事をおすすめいたしま
す。
さて、その補正予算案の進捗状況ですが、1 月 9 日に内閣で
閣議決定されています。今後、1 月 26 日からの臨時国会に提
出され、審議された上で、2 月中には可決成立の見込みです。
なお、当社では申請のサポートも行っておりますので、お
気軽にご相談下さい。

★2015 年 2 月 イベント情報
2/4～5

①勤務先：三栄機械器具㈱
②気になる事：今年の巨人軍
③好きな食べ物：日本酒･魚料理
④好きなﾀﾚﾝﾄ：石原さとみ
⑤趣味：写真

2/4～6

上司コメント：
とにかくまじめな男ですので、よろしくお願いします。

2/7～8

※掲載させていただいた方には粗品をさしあげます。

応募件数

2/5～6
2/4～6

2/13～15

ダイキン HVAC 展セミナー
テクニカルショウヨコハマ 2015
（第 36 回工業技術見本市）
第 19 回震災対策技術展
第 6 回振動技術展

夢メッセみやぎ

メディカル ジャパン 2015 大阪

インテックス大阪

地方銀行プレゼンツ
モノづくり企業ビジネスマッチングフェア

大阪オートメッセ 2015

パシフィコ横浜
パシフィコ横浜

幕張メッセ
インテックス大阪

1 ページから続く

★★中古機械・機器のご案内★★
◎ナショナル製抵抗溶接機
形式：YR-150SRA
製造年度：1998 年
※他にもスポット溶接機などが
数台ございます。お気軽にお問
い合わせ下さい。

◎日立製フライス
型式：2MW-V
製造年度：1983 年
テーブル：1350×310(mm)
移動量：
X710、Y300、Z400(mm)
重量：2000kgf
※お問い合わせは担当営業まで

★★今月のイチオシ！新規取扱商品★★
Ri-JAPAN ネットワークカメラ

RCC-9801
監視や見守りに最適なカメラです
難しい設定は不要、LAN ケーブル
を挿して、PC やスマホにアプリを
インストールするだけ。事前に設
定しておけば、無線 LAN 環境でも
使用できます。侵入者検知機能や
音声通信機能も搭載で安心。映像
はお出かけ先からのチェックもできますし、上下左右にカメ
ラをコントロールできますので、広い範囲を確認できます。
＜主な特徴＞
1.無線 LAN 接続・・・事前に設定しておけば、簡単に設置できます
2.動体検知・・・異常を検知すると、画像を撮影し、メール送信されます
3.音声双方向機能・・・カメラ本体のマイクとスピーカーで会話も可能です

★★セミナーご案内★★
◎ユニオンツール＆ユキワ精工 合同セミナー
期間：平成 27 年 2 月 18 日 18:00～20:00
会場：にかほ市総合福祉交流センター スマイル
（国道 7 号／フェライト子ども科学館隣）
テーマ：
①ユニオンツール株式会社
・高能率部品加工用エンドミルのご提案
(CXS・CZS・AZS の加工事例ご紹介)
②ユキワ精工株式会社
・ツーリング、CNC 円テーブルを活用した高能率加
工のご提案
受講料：無料
（夕食をご用意しております）
申し込み締切：２月 13 日（金曜）
弊社にて申込書をご用意しております
本社・伊藤 又は 営業・佐々木までご連絡下さい

★★特価商品ご案内★★
インフルエンザやノロウィルス対策にオススメ！

SHARP プラズマクラスター内蔵 加湿空気清浄機

KC-D70 \32,800

(税抜)

こちらの商品は 2013 年モデルになり
ますが、現行品「KC-E70」と比べても
性能に遜色が無く、オススメです。
＜仕様＞
浄化方式：加湿+「高濃度プラズマクラ
スター7000」空中浄化&フィルター浄化
プラズマクラスター適用床範囲：17 畳
清浄時間：8 畳/12 分 空気清浄適用床面積：～23 畳
加湿適用床面積：プレハブ洋室～17 畳、木造～10 畳
加湿方式・加湿能力・水タンク容量：
気化方式・最大 600ｍL/h・約 3.0L

4.録画機能・・・映像や画像はカメラ本体や PC の microSD に録画できます
5.パン・チルト機能・・・PC やスマホから上下左右に遠隔操作できます
6.暗視機能・・・赤外線暗視機能搭載で、暗闇の中での撮影もできます
7.高画素 130 万画素・・・日中は、より鮮明な画像を見る事ができます

なお、1 月 17 日時点で、大型家電量販店のチラシで
は、現行機種の下位モデル「KC-E50」でも 39800 円と
なっており、大変お得な１台となっております。是非
このチャンスをお見逃し無く！

デモ機貸し出します！お気軽にお問い合わせ下さい

★★秋田県内あれこれ★★
(株)高橋酒造店

蔵 開 き

日 時：平成27年2月14日(土) 13:30～16:00
場 所：高橋酒造店 美郷町六郷字宝門清水72-13
お問い合わせ電話番号：0187(84)1201
高橋酒造店は「奧清水」や「門出笑顔」でお馴染みの酒蔵で、
六郷湧水群に代表されるように、綺麗な水が美味しいお酒を
育んでいます。皆さんもお出かけされてみてはいかがでしょ
うか。なお、お車を運転される方の飲酒は帰宅後にどうぞ。

編集後記
横手市の阿部さんから､昨年末から降り続いた雪は成人の日に
いくらか消えましたが、 大寒が近づいてまた大雪となりそうで
す。この雪をどうにかしてくださいと言われました。そう言われ
てもねぇ～ 自然相手ではどうにも・・・
・・・どんなことでも結構です。ご一報ください｡粗品をさしあげます・・・

サンエーニュース

三栄機械器具株式会社
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