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シリーズ・我が社のアクセスポイント 第１２０回 

第 120 回は、マーレエレクトロリックドライブズジャパン(株)の伊
藤健大(たけひろ)さんです。  

1.勤務先：マーレエレクトロリックドライブズジャパン(株) 
2.趣味：ボルダリング、スポーツ観戦 
3.好きな有名人：バナナマン 
4.好きな食べ物：てりやきバーガー 
5.気になること：秋田ノーザンハピネッツの順位 

上司コメント：３４歳、独身、三男、活発で良い 
男です。お酒も少し飲めます。彼女募集中。 

※掲載させていただいた方には粗品をさしあげます 

 

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。 

さる年、お世話になりました!! 
[今年の漢字『金』に決定！] 

いよいよ残すところあと一週間となりました。先日、漢

字検定協会が今年の漢字ということで「金」が選ばれた

と発表していました。私、個人的に言うと今年の漢字は

「変」だったような思いです。経営的には変化しなけれ

ばと思いつつも変わることができず、景況的には忙しい

と思うとそうでもなく。ヒマなときが続いたりと変な感

じでした。明けない夜はなく、春が来ない季節もありま

せん。常に明るく前向きに、夢と希望を抱いて素直な心

で仕事をしていれば、必ずいい結果が出ることを信じて

来年を迎えたいと思います。本当にお世話になりました。 

 

★★今週の持ち回り★★ 

１２月限定！出石・年末メンテナンスセット 
＜在庫限り！お急ぎ下さい!!＞ 

 まだ間に合うメンテナン

スのセットはこちら！機械

の清掃などに幅広く役立つ

出石オリジナルの不織布カ

ッシーブ２００枚入り、他社

製品の６倍の防錆性能、素早

く強力に浸透するエステー

の防錆剤ＷＤ－４０(１２オ

ンス/３８２ｍｌ)１本、同じ

くエステーから耐油性・耐突

刺性に優れたニトリル手袋

Ｎｏ.６００が 1双（サイズ

はＳ・Ｍ・Ｌ・ＬＬを選べま

す）付いた特別セットを１２

月の期間限定でご提供しま

す。エステー商品は、家庭用

のお掃除用品でもお馴染み

ですね！１２月はお掃除＆

メンテナンスの季節！！是

非この機会にお買い求め下

さい。 

セ ッ ト 内 容 

 

 
 

 

気になるお値段は…担当営業にお気軽にお尋ね下さい 

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

平成２８年度第２次補正予算「革新的ものづく

り・商業・サービス開発支援補助金」公募始まる 
～申込は１月１７日まで！お急ぎ下さい!!～ 

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

 平成２８年度第２次補正予算「革新的ものづくり・商業・サ

ービス開発支援補助金」の公募が１１月１４日から始まりまし

た！２次公募の予定がなく、設備投資に補助金を活用できる数

少ない機会ですので、ご希望の方はお急ぎ下さい！ 

過去４年の全国のものづくり補助金の採択傾向を見てみま

すと、最初の３年は４０％前後となっていましたが、前回平成

２７年度補正予算は採択率は３０％を切る結果となっており、

競争が激しくなっていることを示しています。今回の補助金

は、すでに採択予定件数は６０００件程度と公表されており、

申請数は前回同様２５０００件程度と考えると、今回の採択率

２５％程度と予想され、さらに競争が激しくなることが予想さ

れます。採択されるためには、如何に革新的で優位性があり収

益性があるかを事業計画としてしっかりとまとめあげ、高い評

価を受けなければなりません。 

 
今回の補助金申請にあたっても、弊社にてサポート致しま

す。設備の導入を検討中のお客様におかれましては、一度担当

営業にご相談下さい。 

★２０１７年１月 イベント情報 

1/13～15 東京オートサロン 2017 幕張メッセ 

1/16～19 
第２２回アジア南太平洋設計自動化会議２０１７ 

(ASP-DAC 2017) 
幕張メッセ 

1/18～20 

第 46 回 ネプコン ジャパン 

第 34 回 エレクトロテスト ジャパン 

第 18 回 半導体パッケージング技術展 

第 18 回 電子部品・材料 EXPO 

第 7 回 微細加工 EXPO 

第 9 回 オートモーティブ ワールド 

第 9 回 国際 カーエレクトロニクス技術展 

第 8 回 EV・HEV 駆動システム技術展 ほか 

東京ビッグサイト 

※念のため、主催者もしくは当社営業にご確認ください・・・・ 
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企画部 佐々木隆貴 
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編 集 後 記 

潟上市の鈴木さんから、車を換えましたねと言われまし

た。気づいていただきありがとうございます。前回のは１

５万キロ近くも乗って燃費も悪くなっていました。そんな

に走ったとは私も驚きだったのです… 

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。 

1 ページから続く 

 HyperZ タップシリーズ新発売 
不二越注目の新製品「HyperZ タップシリーズ」がリリースされました。こ

の製品は従来の無処理タップに対し、飛躍的な長寿命を実現した革新的

ノンコーティングタップです。低速～中速領域の切削条件では、抜群の安

定性とコーティングタップを凌駕する長寿命を実現します。昨春発売の SG

タップは高速領域の製品でしたが、「仕上げ加工ではスピードを落として慎

重に加工されている方が多く、そうした方々にぜひお試しいただきたい商

品です」と広報担当者もイチオシの商品です。 

1. ずば抜けた安定性 

タップ加工の切削メカニズムと摩耗解析により、切れ刃を最適化したこと

で、めねじの精度向上と、優れた切りくず排出性を実現。他社汎用品で加

工が安定しない切削速度領域（15～20 m/min）でも、異常摩耗や切りく

ずの絡みつきがなく、精度と寿命のばらつきの少ない安定加工を実現。 

2. 驚異的な工具寿命 

当社のシーズ技術を結集し、抜群の耐欠損性と耐摩耗性を実現すること

で、市場で一般的に使用される低～中速度（5～20m/min）で、他社汎用

品に対し、加工穴数 2～3 倍の長寿命化を達成、他社コーティング品をも

凌駕する長寿命化も可能に。 

●シリーズと寸法範囲・価格 

 

ａ．Ｈｙｐｅｒ Ｚ スパイラルタップ ＺＳＰ 

（主に止り穴に使用） 

寸法範囲 ： Ｍ3～Ｍ12 並目、細目 オーバサイズ 47 寸法 

参考価格 ： Ｍ6（並目） 全長 62mm 1,530 円/本（税抜） 

 
Ｍ12（並目） 全長 82mm 3,640 円/本（税抜） 

 

ｂ. Ｈｙｐｅｒ Ｚ ポイントタップ ＺＰＯ 

（通し穴に使用） 

寸法範囲 ： Ｍ3～Ｍ12 並目、細目 オーバサイズ 47 寸法 

参考価格 ： Ｍ6（並目） 全長 62mm 1,480 円/本（税抜） 

 
Ｍ12（並目） 全長 82mm 3,540 円/本（税抜） 

お問い合わせは 担当営業までお気軽にどうぞ 

 

編集長おすすめのお店！ 

すし 兆・・・秋田駅前 

〒010-0001 秋田県秋田市中通 4 丁目 14-6  
定休日／不定休 営業時間／PM5:00～PM10:00 

２部、入れ替え制 

利用人数、PM6:00～5名様／PM8:00～5名様（平日） 

利用人数、PM5:30～5名様／PM7:30～5名様（土日祝） 

詳しくはＨＰにて・・ 

http://www.nightcats.jp/sushichou/form/form.html 

予約もＨＰにて 

食事：おまかせコース 

 7,500円（税込） 

おまかせコース  

9,000円（飲み物・税込） 

 

 
トグロンシャープチャンファー新製品発売記念 セット割引キャンペーン 

１０００セット限定販売です！お早めに！！ 

 
イワタツールからトグロンシャープチャンファーの特別セットの

ご案内です。アルミに最適なモデルで、バリ・ビビリが少なく、仕

上がりは高品質の面粗度。１本で複数径の面取が可能です。こ

の新製品の発売を記念して、売れ筋の４本をセットにして、定価

の半額で大奉仕！！ 

＜セット内容＞ 

90TGSCH3CB（３φ） 定価 ３,２００円 

90TGSCH4CB（４φ） 定価 ３,８００円 

90TGSCH6CB（６φ） 定価 ４,８００円 

90TGSCH8CB（８φ） 定価 ６,８００円 

定価１８,６００円のところ…セット価格 ９,３００円（税別） 

お問い合わせは 担当営業までお気軽にどうぞ 

 ビールの苦味、認知症予防…蓄積たんぱく質除去 

 ビールやノンアルコール飲料に含まれるホップ由来の苦み成分に、

アルツハイマー病の予防効果があることを、飲料大手のキリンと東京

大、学習院大の共同研究チームが明らかにした。 

 厚生労働省によると、認知症の人は国内に約４６２万人（２０１２年）お

り、このうち約７割をアルツハイマー型が占めると推計される。加齢に

伴い、脳内にたんぱく質の「アミロイドβ」が蓄積することが原因とさ

れる。キリンや東京大の中山裕之教授らの実験で、ホップ由来の苦

み成分である「イソα酸」に、脳内の免疫細胞である「ミクログリア」を

活性化させ、アミロイドβを除去する作用がみられた。イソα酸を含む

えさを食べたマウスは、そうでないマウスに比べ、アミロイドβが約５

割減少し、認知機能も向上したという。認知症に詳しい順天堂大の

新井平伊教授は「マウス実験の段階だが、将来的に新薬の開発にも

応用できる」と期待を寄せる。実験で使用したえさに含まれるイソα

酸は、ヒトを想定した場合、缶ビール１本分に含まれる量にあたる。苦

みの強いクラフトビールに多く、ノンアルコールビールにも含まれてい

る。中山教授は「イソα酸は食品に含まれる成分のため、副作用の心

配もない。ただアルコールの取りすぎには注意が必要」と話しており、

やはり飲み過ぎは良くないという。(16/11/28 読売新聞) 

 


