いつもお世話になっております。 社内回覧をお願いします。

サンエーニュース 2 月号
第２７巻第２号 (通巻１５４号)

雨水のころ！！

[早く来い来い、春の様相！]

九州にいる友人から近況が届いた。そのハガキには、出だ
しの書き始めに「雨水の候」と書いてあった。雨水とは、暖
かさに雪や氷が解け出し、蒸発し雨水となって降り出すころ
の意味。厳しかった寒さも次第に緩み、雪原から上昇する水
蒸気が上空で冷やされて、春の雨を降らせるのだそうだ。こ
れは二十四節気のひとつで、黄道を黄経０度から１５度ずつ
に刻み、太陽がその区分点を通る日付によって太陽年を２４
の期間にわけ、それぞれの期間の季節的な特徴を表す名称を
付けたもので、古来中国から伝来して、日本でも季節の定め
たものとして重用されています。これが過ぎると啓蟄となり
春の訪れとなるわけです。
秋田市もほとんど雪がなくなった！
早く、春が来ないかなぁ～

２０１５ 年 ２月 吉 日

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

中小企業支援施策のご紹介
平成 26 年度補正予算・平成 27 年度本予算より

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
前号において、中小企業庁による平成 26 年度補正予算案か
ら「ものづくり・商業・サービス革新補助金」をご紹介しまし
たが、その補正予算や平成 27 年度本予算において、その他に
も中小企業向けの支援施策が発表されています。今回はその中
からのご紹介です。
●税制改正
・法人税軽減税率の延長
年８００万円以下の所得金額の税率１５％軽減が２年延長されます。

★★今週の持ち回り★★
RUKO エッジトリマー＆
ILIX カウンターシンクセット
セット内容：RUKO エッジトリマー本体＋
鋳物用/アルミ用替刃各 1 本
ILIX カウンターシンク φ10.4 12.4 20.0 各 1 本
こちらのセットは、お客様からも大好評です。
特にカウンターシンクは TiAlN コートで、セッ
トの内容物を単品購入した場合、定価
13,000 円以上になりますので、大変お得で
す。今回は RUKO 社製エッジトリマーとセット
でのご案内です。この機会に是非どうぞ！

期間限定大特価 10,000 円(税抜)
★★在庫処分情報★★

◎販売継続中！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…

※売り切れ次第終了につき、詳しくは担当営業まで。

シリーズ・我が社のアクセスポイント 第 99 回
京セラ㈱東北営業所の機械工具営業、
鈴木大洸(すずきひろあき)さんです。
京セラ工具の事なら彼にお任せ下さい！

①勤務先：京セラ株式会社
②気になる事：株価
③好きな食べ物：うなぎ・青椒肉絲
④好きなﾀﾚﾝﾄ：菅野美穂・大塚寧々
⑤趣味：フットサル
担当コメント：丁寧な対応やご提案で、
お客様からも好評です。これからもよろしくお願いします。
※掲載させていただいた方には粗品をさしあげます。

・生産性向上設備投資促進
最新モデルや年平均１％以上の生産性向上となる「機械装置等」の先
端設備や生産ラインなどの改善に要する設備を導入すると優遇があり
ます。本制度は 2 年間の予定ですが、優遇策が年度単位で異なります。
平成 27 年度…即時償却又は税額控除５％（建物・構築物は３％）
。こ
ちらは法人税額の２０％が限度となります。
平成 28 年度…特別償却５０％（建物・構築物は２５％）と税額控除４％
(建物・構築物は２％）のどちらかを選択
＜問い合わせ＞ 東北経済産業局 地域経済課 電話 022-221-4876

●人材対策事業新補助金
ものづくり現場で技術や技能を支える中核となる人材を育成する研修
等の費用が補助されます。補助額は、費用の２／３（１社につき最大
５０万円）となります。
＜問い合わせ＞ 東北経済産業局 産業人材育成課 電話 022-221-4881

●省エネルギー設備導入補助金（平成 26 年度補正予算）
・最新モデルの省エネ機器導入支援(Ａ型)
・工場等の省エネ促進(Ｂ型)
※３月上旬に公募が開始される予定です。

●エネルギー使用合理化等事業者支援補助金
・工場、事業場に高効率コンプレッサーなどの設備への入替や製造プ
ロセスの改善等の既存設備の省エネ改修に要する経費が、１／３以内
で補助されます。
＜問い合わせ＞ 東北経済産業局 エネルギー対策課 電話 022-221-4932
※この他にも様々な支援策が組まれております。詳細は下記ＨＰへどうぞ。
東北経済産業局 http://www.tohoku.meti.go.jp/
中小企業庁 http://www.mirasapo.jp/

なお、省エネ関連予算については、３月１９日の１３時よ
り、秋田県庁第二庁舎で事業者向けの説明会が行われる予定
です。これらの補助金を活用して、設備投資を考えてみては
いかがでしょうか。「ものづくり補助金」と同様に、当社で
サポートいたしますので、お気軽にご相談下さい。

★2015 年 3 月 イベント情報
3/3～6
3/3～6
3/14～15
3/15～17
3/20～21
3/25～26

第 23 回セキュリティ・安全管理総合展
第 12 回ライティング・フェア 2015
2015 幕張どてらい市
防災産業展 in 仙台
2015 中部機械加工システム展
未来展 2015

※念のため、主催者もしくは当社営業にご確認ください・・・・

東京ビッグサイト
東京ビッグサイト
幕張メッセ
夢メッセみやぎ
ポートメッセなごや
名古屋吹上ホール

1 ページから続く

★★今月のイチオシ！新規取扱商品★★
パナソニック/エア流量計

EWA2

一般的に工場電力使用量の２５％がコン
プレッサの占有率であり、他の設備に比べ
て、大量の電力が必要です。また、設備能
力の２０～２５％のエア漏れが発生して
いると言われています。そこで、エア使用
量の「見える化」でムダをチェックできる
のが、このエア流量計「ＥＷＡ２」です。
本機は超音波式のため、フィルタが不要！
オイルミストを含んだ状態でも計測可能
です。そして、一番のポイントは圧縮エアだけでなく、窒素ガスの計
測が可能になりました。また、流量換算機能、また取得データをＰＣ
に出力する機能も備えています。工場のコスト削減に是非どうぞ。
＜主な特徴＞
1.超音波式で耐久性抜群、メンテナンスフリー！
2.圧縮エアだけでなく、窒素ガスの計測も可能（小・中口径サイズのみ）
3.流量換算機能搭載（ノルマル流量・スタンダード流量）
4.通信機能搭載で取得データをＰＣで管理！

★★メタルソー再研始めました★★
以前から、お客様よりご要望のありましたメタルソーの再研
（研磨・刃立替）を、提携先様のご協力により、展開することにな
りました。お手頃な価格設定となっておりますので、是非ご利用
下さい。
・価格表（一例）
メタルソー360×180 研磨
メタルソー360×180 刃立替
メタルソー250×130 刃立替

3,600 円
6,250 円
6,250 円

詳細やお見積もりのご相談は当社営業まで…

★★特価商品ご案内★★
アメリカからスゴいヤツがやってきた！
パワービルドＬＥＤ投光器

アイガーツール EKS0197
税抜特価 \12,000
一般のＬＥＤ電球の２～３倍とな
る、2000lm の明るさが一番の特徴
の投光器で、鉄工の作業現場や建築
現場からアウトドアまで多用途に
使えます。
実際に、デモでご覧頂いたお客様からも「明るい」と評
価を頂いております。また、光源にＬＥＤを採用したこと
で省スペース、そして軽量で持ち運びもラクラクです。そ
の一方、フレームはスチール製で丈夫！万が一の故障の際
には、メーカーで修理対応致します。
＜ 仕 様 ＞
●サイズ:230×200×330mm ●重量:1.8kg
●電源コード:1.8m ●ＬＥＤ:24W×48P(300W 相当)
●明るさ:2000 ルーメン ●防水規格:IP54
●材質:本体/アルミダイキャスト、フェイスガード/プラスチッ
ク、ベースフレーム/スチール

導入によるメリット…
１.環境改善
２.品質向上
３.コストダウン

廃棄物量・費用の削減、切削液の不敗・悪臭予防、
工作機械のノズル・ポンプ詰まりを軽減
切削液機能低下を削減、加工面粗度の向上、スラ
ッジによる製品へのダメージを削減
フィルター代ゼロ、切削液延命による切削油費の削
減、切削液交換作業費用の軽減

メーカーよりデモ機の貸出あり！是非一度お試し下さい！
詳しい資料は当社までお気軽にお問い合わせ下さい
抽選で3名様に

チケットプレゼント!!
皆さん、
「プロレスリングＡＫ」をご存じですか？
代表を務める豪君が地元・秋田を盛り上げるために立ち上げ
たプロレス興行団体で、弊社も応援しています。今回は3月29
日(日)15:00より、秋田市土崎・セリオンプラザで行われる「皆
んなで作ろう秋田のプロレス！in土崎」のリングサイド席の
チケットを抽選で３名様にプレゼント！ご希望の方は担当営
業へお気軽にお申し込み下さい。申込締切は3月18日(水)で
す。当選者はサンエーニュースの次号にて発表致します。た
くさんのエントリーをお待ちしています！

＜ 特 徴 ＞
熱くなりにくい本体設計。低消費電力設計。長期的な耐久性を
実現。交換不要の長寿命 LED バルブ搭載。シールドタイプスイ
ッチを採用。
デモ機もご用意しております。この明るさを是非ご体感下
さい！使い始めたら手放せない明るさです！！
詳しくは当社営業までお問い合わせ下さい
編集後記
秋田市の佐藤さんから､息子さんが受験で宇都宮大学を受ける
とのこと･･･２５日が試験となり、今が追い込みでピリピリしている
とのことでした。風邪やインフルエンザに気をつけて頑張らせて
くださいと伝えました。
・・・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

〒010-0065 秋田県秋田市茨島２丁目９－３５
TEL 018-862-3105 FAX018-863-0924
企画部 佐藤伸
ホームページ http://www.saneikikai.co.jp/
E-mail info@saneikikai.co.jp2

