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１１号 (通巻１６３号)

２０１５ 年 １１月 吉 日

大相撲、北の湖理事長、逝去…
まさに大相撲九州場所が行なわれている１３日目の
２０日午後６時５５分、直腸がんによる多臓器不全の
ため福岡市内の病院で死去した。６２歳だった。今年
７月、腎臓に尿がたまる両側水腎症と診断され、名古
屋場所の途中で休養。８月に職務に復帰したが、健康
状態が安定していなかったとのことでした。これでま
た昭和の大横綱が一人去ってしまいました。私は大相
撲が大好きなので残念でなりません。協会に睨みをき
かす人がいなくなって痛手だとは思いますが、後任の
理事長に期待したいと思います。合掌！・・・・

(株)三栄機械 世界の空へ飛ぶ
日本産業界悲願のＭＲＪの組立装置を製作

11 月 11 日、国産初のジェット旅客機として注目を集める
「ＭＲＪ」(ミツビシ・リージョナル・ジェット）が、初め
てとなる試験飛行を成功させました。本機には、県内企業
の技術も取り入れられており、弊社グループ「(株)三栄機
械」も一翼を担っています。(株)三栄機械が担当したのは、
ＭＲＪの後部胴体（全長３メートル、直径２・５メートル）
を組み立てるための装置（高さ５メートル、幅４・６メー
トル）の製造です。後部胴体は、後ろに行くほど絞りこま
れる繊細な形状で、垂直尾翼や水平尾翼が取り付けられる
付け根の部分には一層の強度が求められるなど、製造が難
しい部分になります。既に日本やアメリカの複数の民間航
空会社から機体の受注があり、今後の展開にも注目です。

シリーズ・我が社のアクセスポイント

11 月号

第１０８回

第１０８回はにかほ市金浦の精密機械部品
加工業 山口工業代表・山口祐一さんです。
①勤務先：山口工業
②好きな食べ物：ラーメンなど麺類
③趣味：バイク、釣り、山菜採り
④気になっている事：ハタハタの釣果
担当コメント…研磨加工を主にされている山
口さん。いつも穏やか、訪問時にはいつも
笑顔で迎えて下さいます。今後とも宜しくお願いします。
※掲載させていただいた方には粗品をさしあげます。

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

秋田市プレミアム付き商品券が再び発売
三栄機械器具も取扱店です

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

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。秋田市では、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 月に
夏商戦向けとして一度発売になりましたが、11 月 18 日から再び秋田
市内の金融機関等で発売されました。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。秋田市内各
金融機関では 9 万セット、商業施設では 2 万セットが販売されました
が、既に売り切れとなっており、残念ながら今からの購入はできませ
ん。なお、この商品券取扱店として、今回また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（11 万セット販売）
（２）発行日および使用期限
・冬商戦発行
［取扱開始］平成 27 年 11 月 18 日～
［使用期限］平成 28 年 1 月 31 日まで
※いずれも既に完売済み。
＜ 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

★２０１５年１２月 イベント情報
12/2～4
12/2～4
12/4
12/4～7
12/4～7
12/10～12

モノづくりマッチング JAPAN2015
国際ロボット展・部品供給装置展
洗浄総合展・先端材料技術展
国際画像機器展 2015/ビジュアルメディア EXPO2015
オートモーティブ デジタルプロセスセミナー 2015
第 53 回技能五輪全国大会
第 9 回大阪モーターショー
エコプロダクツ 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
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
東京ビッグサイト

1 ページから続く

★★★★今月のイチオシ商品★★★★
キャンペーンが続々登場

★★４枚刃不等分割不等リード高能率エンドミル★★

モニターキャンペーン＆生産性向上応援キャンペーン

人気のＣＸＥＳ・ＣＸＳに追加型番登場！

１． モニターキャンペーン
対象チップ・ホルダでのテストカット後、ご購入いただける場合、ホ
ルダを特別価格にてご提供致します。
対 象 商 品

申込の流れと特典

３コーナ溝入れ
GBA 型

PR1215、PV7040、
KW10 GM ブレーカ

1.

溝入れ/突切り 端面溝入れ
KGD / KGDF 型

PR1535、TN620、
PR1215、PR1225

2.
3.

内径溝入れ
KGDI 型

PR1535、TN620、
PR1215、PR1225

小物部品 あとびき加工用
TKFB 型(PR1535)

PR1535

4.

テストご希望
のホルダとチ
ップ型番をご
連絡
ホルダとチッ
プをお届け
テストカットで
性能をご実感
下さい。
ホルダを特別
価格にてご提
供。

２． 生産性向上応援キャンペーン
この秋、チップのまとめ買いがお得！対象商品をまとめてお買い
上げ頂くと、商品プレゼントの特典がございます。
対象商品
ご購入
特 典
TN620/PV620
CA5 シリーズ
チップ 20 個ご購入
QUO カード
PR1535 シリーズ
500 円分
ソリッドエンドミル 対象品 2 本ご購入
スリーブ 1 本＋
QUO カード
チップ 2 個ご購入
1000 円分
EZ バー
スリーブ 2 本＋
チップ 4 個ご購入
全国名店ラーメン
2 つ または QUO
φ50 未満カッタ本
カード 2000 円分
体 1 台とチップ 10
個ご購入
新ミリング
φ50 以上カッタ本
全国名店ラーメン
体 1 台とチップ 10
3 つ または QUO
個ご購入
カード 3000 円分

キャンペーン期間は １０／１～１２／３１ まで
お問い合わせは担当営業までお気軽にどうぞ

携帯電話取扱い２０周年記念

ミニ・フォト・スタンド、プレゼント！
当社で移動用の通信電話をはじ
めてから今年でちょうど２０周年
となりました。はじめはＰＨＳか
ら取り扱いを開始しました。
その後、時代の流れとともに携帯
電話となりました。取り扱い商品
も多岐にわたり、今ではｉ－Ｐｈ
ｏｎが当たり前となりました。
その取扱い２０周年記念してミニ
フォトスタンドを先着で２０名様にプレゼントします。
ご希望の方は担当営業までお気軽にお申し付け下さい。

[写真はイメージです]

ユニオンツールでＡＺＳやＣＺＳと並ぶ人気の UT COAT スクエア
エンドミル「ＣＸＥＳ・ＣＸＳ」シリーズですが、この秋、追加型番が
登場し、ラインナップがさらに充実しました。特にＣＸＥＳは、形状
Ｂ(下図)のタイプが新登場。７／９／１１／１３φがございます。ま
た、通常のタイプも２．５φ以下の小径サイズと１６φの大径サイ
ズが登場しました。

一方、ＣＸＳシリーズは、全長・有効長が従来品より長くなった商
品が発売されました。１φ～２．５φまで０．５φとびで４型番が
追加となり、有効長が従来品の約１．８～２倍です。
どちらの商品も従来品はステンレスからチタン、銅など幅広く
加工できることから、大変好評を頂いております。また、公式カタ
ログ上は被削対象外となっておりますが、アルミの加工にも使用
されているお客様もいらっしゃいます。是非この機会にご利用下
さい。
お問い合わせは担当営業までお気軽にどうぞ
編 集 後 記
秋田市の三浦さんにゴルフシーズンも終わりましたね･･･
と言ったら１２月に岩手県にてラウンドするとのことでし
た。私も誘ってくださいと言ったら正月に九州に行きます
か？とのこと･･･お正月は無理だということでお断りしま
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 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

