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
第２７巻第６号 (通巻１５８号)

２０１５ 年 ６月 吉 日

国民投票法案１８歳以上に…
選挙できる年齢が 20 歳以上から 18 歳以上へ引き下げら
れた。来年夏の参院選から実施される。若者の参加で,
日本の政治は変わるのか?世代間の負担のあり方など
国の将来を考えるきっかけになればと思う。外国では現
在、191 ｹ国のうち 176 カ国が 18 歳以上にしている。よう
やく世界標準への仲間入りである。少子高齢化で、日本
の有権者の平均年齢は 2050 年には 60 歳を超える。政治
家は当選のために「年金充実」を掲げ、若年層の雇用や
子育ては二の次だ。高齢者に我が身だけでなく、将来世
代のことを考えてもらわねばならない。
★★今週の持ち回り★★
キャンペーン併用でさらにお得に！
京セラ旋削用サーメットチップ

TNGG160404R-S[TN620]
鋼加工用チップで好評を頂いている、京セラ
ハイブリッドサーメットシリーズのＴＮ６
２０ですが、お値打ちな特別価格で販売して
おります。３つの特殊強化技術（ハイブリッ
ドテクノロジー）により、優れた耐欠損性と
耐摩耗性を両立し、鋼の安定加工を実現しま
した！また、８月３１日まで、本商品を含む
ＴＮ６２０とＰＶ７２０の商品を初めてお
使い頂くユーザー様に、チップ２０個以上お
買い上げ頂くと、下記のお得なギフト券がも
れなく付いてくるキャンペーンも実施中で
す！是非のこの機会に、本商品の良さをご体
感下さい。

気になるお値段は…社長もびっくり大特価!!
詳しくは担当営業にお気軽にお尋ね下さい

シリーズ・我が社のアクセスポイント

6 月号

第１０３回

今月は、新工場が完成してますます元気な
庄内鉄工(株)の庄内健さんです！
①勤務先：庄内鉄工株式会社
②趣味：ゴルフ
③好きなタレント：中畑清
一言…今年２月、敷地内に第二工場を完成
させました。大型自動省力化ラインが増え
たためです。これからもユーザーに満足して貰えるよう頑
張って参ります。改めてこれからも宜しくお願い致します。
※掲載させていただいた方には粗品をさしあげます。

========================================

秋田市プレミアム付き商品券が７月から発売
三栄機械器具も取扱店になりました！

========================================

国の緊急経済対策の地方創生交付金で、都道府県や市町村によ
る商品券や旅行券の発行が各地で相次いでいます。この程秋田市で
も、市や商工会議所などが中心となって、「プレミアム付き商品券」が 7
月から秋田市内の金融機関等で発売されます。秋田市のプレミアム
付き商品券は、1 セット 12000 円分(1 人 3 セットまで)が 10000 円で販
売されます。このうち 6000 円分は取扱店ならどこでも使える「共通
券」、残りの 6000 円は 1000 ㎡以上の大型店では使えない「中小店専
用券」となります。また、7 月 1 日に発売される分は使用期限が 8 月末
ですので、ご注意下さい。なお、11 月下旬にも再び発売される予定で
す。ところで、この商品券取扱店として、三栄機械器具も登録してお
り、12000 円分全て商品代金としてご利用頂けます。工具から設備部
品などの購入費用に、是非ご活用下さい。
＜秋田市プレミアム付き商品券 発行概要＞
（１）発行内容
・発行総額 24 億円 内プレミアム分 4 億円（20％）
・夏商戦、冬商戦 各 12 億円（10 万セット販売）
（２）発行日および使用期限
・夏商戦発行 ［取扱開始］平成 27 年 7 月 1 日
［使用期限］平成 27 年 8 月 31 日まで
・冬商戦発行 ［取扱開始］平成 27 年 11 月下旬
［使用期限］平成２8 年 1 月下旬まで
※いずれも完売次第発行終了
＜ 商品券の利用条件 ＞
・購入限度は 1 人 3 セットまで
・実行委員会に登録された取扱事業所でのみ使用できます
・各種金券など換金性の高いものの購入や公共料金の支払い等に
使用できません
・使用期限を過ぎたものは無効となります。夏商戦向け商品券を
冬商戦で使用することはできません
・現金とはお引換しません。また、釣り銭は支払われません
・盗難、紛失又は滅失等に対し、発行者はその責を負いません

友三会マージャン大会

申込は電話 018(862)3105 へ
６月２７日(土)１２：４５ 秋田市・協働大町ビル「おおまち雀荘」

★２０１５年７月 イベント情報
7/1～3
7/11～12
7/14～15
7/15～18

第２８回インターフェックス・ジャパン
羽ばたこう東北！すまい元気フェア
コンクリートテクノプラザ２０１５
プレス・板金・フォーミング展 ＭＦ-ＴＯＫＹＯ
第３９回プラントメンテナンスショー
7/22～24
生産と設備 ＴＯＫＹＯ
7/29～31
ＰＶ Ｊａｐａｎ 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
夢メッセみやぎ
幕張メッセ
東京ビッグサイト
東京ビッグサイト
東京ビッグサイト

1 ページから続く

★★今月のイチオシ！新規取扱商品★★

田中インポートグループ

ドリル研磨機「ＰＴシリーズ」はいかがですか？
常識を覆す驚異の一本足！数量限定！

フラミンゴファン
これから暑い夏を迎えますが、空調設備
の準備はお済みですか？準備がまだのお
客様にお勧めなのが、スイデン「フラミ
ンゴファン」
。今までの工場扇といえば、
三脚スタイルが一般的でしたが、この「フ
ラミンゴファン」は家庭用と同じ一脚で、
置き場所が今までのわずか１／２！そし
て、最大６５度も傾斜しますので、エア
コンのサーキュレータとしても使用でき
て、とっても経済的。さらにネック部分
は、ボディはアルミダイカスト、ネック
は強靱な鋼板製で安心。勿論夏場だけで
なく、冬場にも大活躍です！この機会に
どうぞ！

★★生産効率アップに！コストダウンに！★★
金属や鉄工関連を中心に根強い人気のドリル研磨機。かつ
ては金額が高く、扱いにくいといった問題が多かったのですが、
今回ご紹介する田中インポートグループの「ＰＴシリーズ」は安
価なことや手軽さから定評のあるシリーズとなっております。

φ2～13ｍｍの研磨に

ＰＴ－０１
＜オープン価格＞

主な仕様
先端角：90°～140° 砥石：ＣＢＮ砥石＃２３０（ハイス専用）
ドリル径：φ２～１３mm 寸法：290W×140D×160H
質量：8.2kg シンニング形状：Ｘシンニング
モーター：4800(min-1) 電源：AC100V(50/60Hz)
付属品：ER コレット 12 本、コレットチャックホルダー

φ12.1～32ｍｍはこちら

ＰＴ－０７
＜オープン価格＞
仕様諸元
電源

１００Ｖ

ハネ材質

樹脂

電動機

全閉型

風量切替

３段速調式

コード長

１．７ｍ

質量

１１ｋｇ

周波数

５０/６０Ｈｚ

消費電力

１２０/１６０Ｗ

最大風速

３４５/３９０ ｍ/ｍｉｎ

最大風量

１６５/１８６ ㎡/ｍｉｎ

高さ（可変式）

１０５０～１２９０ｍｍ

設置必要スペース

φ５１０ｍｍ

お問い合わせは担当営業までどうぞ。
天然温泉こまち

５時間利用券をペアで１組様にプレゼント！

もうすぐ暑い夏がやって
きます！夏の疲れは温泉で
癒してみませんか？
当社の本社からも歩いて
すぐ、秋田市茨島「天然温
泉こまち」の5時間利用券
(1人800円相当、利用期間は
8/10まで)を抽選で３名様にプレゼントします。温泉でこの夏
を乗り切りましょう！応募締切は7/17(金)です。ご希望の方
は担当営業までお気軽にお申し付け下さい。

主な仕様
先端角：90°～140° 砥石：ＣＢＮ砥石＃１００（ハイス専用）
ドリル径：φ12.1～32mm 寸法：440W×240D×160H
質量：28.2kg シンニング形状：Ｘシンニング
モーター：4800(min-1) 電源：AC100V(50/60Hz)
付属品：ER コレット 20 本、コレットチャックホルダー、コレットケース
ワイドレンジでカバーしたい方には、２機種をまとめたセット品
「ＰＴ－０９Ａ」もあり、単品で別々に買うよりも大変お得です。ま
た、付属の砥石はハイス専用ですが、オプションで超硬専用の
ダイヤモンド砥石(#100)の設定もございます。さらに、小径用の
ＰＴ－０１にはエンドミルシャンク用のコレットもオプションでござ
います。また、鉄骨・薄板用ローソクドリル用には、研磨機「ＰＴ
－０９Ｅ」もあり、幅広くご利用頂けます。
お問い合わせは担当営業までお気軽にどうぞ
編 集 後 記
北秋田市の武石さんから暑くなってきたので、工場用扇風
機のお話を頂きました。まだ梅雨に入っていませんが、段々
と気温も高くなって夏に近づいている感じがします。
みなさん、体調には気をつけましょう・・・・・・！
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 FAX 018-863-0924
企画部 佐々木隆貴
ホームページ http://www.saneikikai.co.jp/
E-mail info@saneikikai.co.jp2

