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２８巻第３号 (通巻１６７号)

２０１６ 年 ３月 吉 日

大震災から５年…復興進まず…
[ 本当に早いものです ]
あの東日本大震災から５年が経ちました。当時、中学生だ
った子どもも大学生となり、その友だちはもう社会人とし
て働いています。未だに２５００人以上の方が行方不明で１
７万人以上の方が避難をしています！秋田県にも多くの関
係者がいて大変な生活をされています。本人たちは辛い
経験なので早く忘れたいと思っている方がほとんどです
が、第三者の我々は決して忘れてはならない出来事だ
し、被害者の皆さんにたいする支援だと思います。我が社
でもできることからお手伝いをしたいと思います。皆さん
も身近なとこからはじめましょう。(伸)
★★今週の持ち回り★★
おかげさまで大好評！県内の在庫販売は引き続き当社だけ！

ＮＡＣＨＩ・タップシリーズ新春キャンペーン延長決定！

毎回盛況のＮＡＣＨＩタップキャンペーンですが、新春
キャンペーンが延長決定！従来の５本購入で１本サービス
に加え、Ｎタップはオリジナルセット（Ｍ３～６、８、１
０、１２）の販売をスタートしています。引き続き、既に
ご愛用頂いているお客様からの評判も上々です。価格も秋
田県内最安値で提供中です。キャンペーンは４月２０日ま
での大幅延長！どうぞお気軽にお声がけ下さい。

Ｎタップ ７本セット（Ｍ３,４,５,６,８,１０,１２）
ポイントタップ ￥３,８６０（税抜）
スパイラルタップ ￥３,９７０（税抜）
シリーズ・我が社のアクセスポイント

３月号

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

東北どてらい市直前特集号
４／９・１０はみんなで仙台へ行こう！

========================================
三栄機械器具では、昨年９月にミツトヨ展示会でバスツアー
を企画し、おかげさまを持ちまして大好評のうちに終了しまし
たが、今度は４月に再び仙台で大きな展示会が実施されます。
それが「東北どてらい市」です。工作機械や切削工具、住設機
器や家電製品、宝飾品などが展示される大きなイベントです。
現地では会場限定の特価商品やプレゼントなども目白押しで
す。前回に続き当社では、皆さんのご要望にお応えして、バス
ツアーを企画しました。今回はさらにパワーアップ！この「東
北どてらい市」だけではなく、オプションツアーとして「三井
アウトレットパーク 仙台港」でのお買い物もお楽しみ頂けま
す。メインは「東北どてらい市」の見学ですが、アウトレット
モールでのショッピングだけでもご参加頂けます。参加費は勿
論無料！この機会に是非多くのお客様にご参加頂きますよう、
お願い申し上げます。
■東北どてらい市 バスツアー
出発日：４月９日(土) 日帰り
★秋田発
秋田市・三栄機械器具(株) ８：００～由利本荘市・(株)三栄機械本
社 ８：５０～大仙市・秋田道大曲 IC ９：４０～横手市・秋田ふるさと
村 １０：３０～途中東北道 SA にて昼食配付～仙台市・夢メッセみや
ぎ １３：１０到着～三井アウトレットパーク １３：２０到着/１４：５０出発～
仙台市・夢メッセみやぎ １５：００出発～横手市・秋田ふるさと村 １
７：３０～大仙市・大曲 IC １８：１０～由利本荘市・(株)三栄機械 １８：５
５～秋田市・三栄機械器具(株) １９：４５
★能代発
能代市・アキモク鉄工(株)様 ８：００～北秋田市・道の駅鷹巣大太
鼓の里 ８：４０～大館市・釈迦内ＩＣ ９：２０～鹿角市・東北道十和田
IC １０：００～途中東北道 SA にて昼食配付～仙台市・夢メッセみや
ぎ １３：２０到着～三井アウトレットパーク １３：３０到着/１４：５０出発～
仙台市・夢メッセみやぎ １５：００出発～鹿角市・十和田 IC １７：３０～
大館市・釈迦内ＩＣ 1８：１０～北秋田市・道の駅鷹巣大太鼓の里 １
８：５５～能代市・アキモク鉄工(株)様 １９：４０
参加申込書をまだお持ちでないお客様で、ご参加を希望される
お客様はすぐに営業担当までお知らせ下さい。参加申込の締切
は３月３１日(木)です。多数のご参加をお待ちしております。
宜しくお願い致します。

第１１２回

第１１２回はマーレエレクトリックドライ
ブズジャパン株式会社の船木慎吾さんです。
①勤務先：マーレエレクトリックドライブズジャパン株式会社
②好きな女性のタイプ：自分を好きになっ
てくれる人（綺麗な人(笑)）
③好きな食べ物：寿司、肉
上司コメント…既婚者なのにおかしな回答をする慎吾君。社内にい
る奥さんに見せますよ(^^)v
会社ＰＲ…１月にエート電機(株)より社名変更になりました。
※掲載させていただいた方には粗品をさしあげます。

★２０１６年４月 イベント情報
4/6～8

第 9 回 レーザー加工技術展/オプティクス EXPO

4/9～10

東北どてらい市（バスツアー申込は 3/28 まで!!）

東京ビッグサイト
夢メッセみやぎ

4/13～16

2016 国際ウエルディングショー

インテックス大阪

4/20～23

金型展・金属プレス加工技術展 2016
第 27 回金型加工技術展

インテックス大阪

4/20～23

第 2 回 IoT Tech／国際ドローン展

幕張メッセ

※念のため、主催者もしくは当社営業にご確認ください・・・・

1 ページから続く

★★どてらい市直前特集★★
スーパーツール

★プロ用工具セット★

Panasonic

オススメ電動工具各種！

世界最短のインパクトドライバー！！
EZ75A7 シリーズ

Ｓ６５００ＤＸ

◆最大締付トルク◆
160N・m(18V)
155N・m(14.4V)
◆防塵耐水 IP56 対応◆
◆BL モーター・テクスモード搭載◆

◆総入数：４８点セット
◆差込角：１２.７ｍｍ（1/2）
◆重量：８.４ｋｇ
◆超高耐衝撃性コーポリマー樹脂製
◆２段式トレイ、ビス等小物に
メーカー希望小売価格 ３８,３２０円 ▶ 特価

２３,８００円

Ｓ７０００ＳＤ
◆３段式両開きケース
◆機械・自動車・農機の整備に！
◆総入数：５０点セット
◆差込角：１２.７ｍｍ（1/2）
◆重量：１４.２ｋｇ
メーカー希望小売価格 ６２,１００円 ▶ 特価

**********************************************
耐久性抜群の BL モーター搭載ドリルドライバー登場
EZ74A2 シリーズ

３７,８００円

◆1 台で 18V/14.4V 療法使えるデュアルタイプ
◆粉塵・水に強い防塵耐水仕様 IP56 取得済
◆耐久性抜群のブラシレスモーター
◆先端工具の滑り抑制 チャックの爪に超硬チップ採用
◆細大締付トルク
１８V 低速３２N・m 高速１２N・ｍ
1４.４V 低速２８N・m 高速１０N・ｍ

Ｓ７０００ＤＸ
◆総入数：６２点セット
◆差込角：１２.７ｍｍ（1/2）
◆重量：１９．７ｋｇ
◆チェストタイプ、３段引き出し式
◆キーロック式で安心保管
メーカー希望小売価格 ７８,１７０円 ▶ 特価

４５,８００円

Ｓ８０００ＤＸ
◆総入数：７０点セット
◆差込角：９.５ｍｍ（3/8）
◆重量：１８．７ｋｇ
◆チェストタイプ、３段引き出し式
◆キーロック式で安心保管
メーカー希望小売価格 ７８,１７０円 ▶ 特価

４５,８００円

スーパーツールから工具セットのご案内です。プロ用工具セ
ットを特別大奉仕！上記の４商品は全てどてらい市のプレゼ
ント券対象商品となります！是非この機会に作業工具一式を
揃えてみませんか？
お問い合わせは担当営業までお気軽にどうぞ

あの漢たちが帰ってくる・・・
「プロレスリング・ノア」
秋田を盛り上げるためプロレス
リング・ノアがやってきます。
・・・・
日時：４月７日(木)19:00より、
場所：秋田市御所野
秋田テルサ 特設会場
指定席チケットを抽選で３名様
にプレゼントします！
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４月２日(土)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。

パナソニックから電動工具シリーズのご案内です。安心
のパナソニックブランドから電動工具が登場しました。優
れた特徴を持つインパクトドライバーとドリルドライバ
ー、只今お客様からも大好評です！！ バッテリーは１８
Ｖと１４.４Ｖのどちらでも使えるデュアル仕様。バッテリ
ーは１８Ｖ（５．０Ａｈ、３．０Ａｈ）
、１４．４Ｖ（５．
０Ａｈ）がセットになった物をご用意しました。カラーは、
両機種共に黒、赤、グレーの３色からお選び頂けます。お
客様にとって、最適な一台をお選びください。今回はどて
らい市の特別価格で販売致しますが、価格はお問い合わせ
ください。価格の有効期限は４月１０日までとなっており
ます。この機会を是非お見逃し無く！！
お問い合わせは担当営業までお気軽にどうぞ
編 集 後 記
秋田市の斎藤さんから大館に異動だと連絡がありました。
公務員のつらいとこだと嘆いていました。今度、大館営業
所に行った際には連絡すると言って別れました。元気で頑
張っていただくことを願うばかりです…！(伸)
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

