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献血会 を

行いました！
4月7日に弊社本社にて、社会活動の一環として
『献血会』
を行いました。
本社社員・仕入先担当者様・近隣住民の方々のご協力の上、70名あまり
の方に参加していただきました。
現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響で献血バスが行き場を失くし、
血液不足が問題になっています。
この問題を聞きつけ、弊社は感染流行の
対策を万全にし、献血会を行うことを決めました。

献血会の様子

献血サポーターマークを取得しました

当日は事前に予定をしてくださった方、急遽参加して下さった方、様々な
方に来社していただき会社としても
「支えあう」
ことの重要さを今一度共有で
きた機会だと感じております。

弊社では、献血サポーターの「サポーターマーク」を
取得いたしました。 献血に限らず、
今後とも地域、
社会貢献が

愛知県赤十字血液センターの担当者の方からは
「こんなにもたくさんの
方々にご協力頂けたこと大変感謝いたします」
と感謝のお言葉を頂きま

出来る活動へと積極的に取り組んでまいります。
また、弊社ホームページ内のこちら(https://www．

した。今後は毎年開催して命をつなぐボランティアをしていこうと考えて

marumanshoji.co.jp/company/entry-28.html)の

おります。その節は、
また皆様にご協力をお願いさせて頂きますので何卒

ページもリニューアル致しました。社内にて行われた献血の

よろしくお願い致します。

様子もビデオ撮影して掲載しております。是非ご覧ください。

現在、新型コロナウイルスが全世界に猛威を奮っています。弊社
でも、社員全員の手洗いを徹底しております。
また、女子社員で午前・
午後の2回社内の消毒活動を行っています。現在特効薬がない以上、
手洗いが一番重要な予防方法となっています。目に見えないから
こそ全員が意識を持てば、いずれ必ず終息します。
そこで、厚生労働省から効果的な手洗いの仕方が発表されておりま
すので、
ご紹介いたします。皆様のご健康を祈りつつ、次号のM&T
ニュースでは明るい情報をお届けできるよう願っております。
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手洗い はしっかりと！

10/31

クールビズ実施中です
マルマン商事では、上記の期間でクールビズを実施いたします。
クールビズの期間中は、冷房設定温度を 28℃（目安）として温室効
果ガスの排出削減に努めてまいります。
期間中は社員がノーネクタイ、ノージャケットなどの軽装での
対応業務を行うことについて、
皆様のご理解をお願い致します。

災 害・非 常 時 に お ス ス メする
商品はこちら

これからの季節、
「 台風」
とい
う自然災害が襲ってきます。
昨年は、多大な損害がありま
した。そして自然災害はいつ何
時起こるか分かりません。予期し
ない災害時に、
こちらの商品「空
気発電地」があれば、電気には
困りません。発電するのに必要な
のは、
まさかの空気のみ！
そして1 台 だ け でもスマ ホ
やタブレットだと約 5 0 回フル
充電、LEDの照明機器の使用
には約128時間と沢山の電気
が 賄えます。また、使 用 後も有
害物質不使用ということから、事業として使用した場合は産業廃棄物として簡単
に処分でき、人にも環境にも優しい設計となっています。
大変お勧めの商品となっておりますので、
「 備えあれば憂いなし」
というお気持ち
で、是非ご購入の検討をお願い致します。詳細は営業担当までよろしくお願い申し
上げます。

M&Tニュースメール配信の

ご登録はお済みですか。

弊社ではM&Tニュースをメールでも配信しております。
M&Tニュースではキャンペーンのお知らせや展示会などの
案内をさせて頂いております。
ぜひご登録をお願いします。
お問い合わせ先：mt-news@marumanshoji.co.jp
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MOLDINO

ベッセル

冷却水の流れをひと目で確認

アルファボールエンドミル
「ＢＲ２Ｐ形」発売

『ネジマグキャッチャー』

「フローモニター」を発売
成形不良などの不具合防止

の 新 製 品「 フ ロ ー モ ニ
ター」は、水配管の流れを
ひ と 目 で 確 認 で き 、成 形
不良などの不具合防止に
役立つ製品である。
射出成形機で樹脂や金
属の成形部品を作る場
合 、金 型 を 水 な ど で 冷 却
水 が 流 れ て い な い と 、温

「フローモニター」

度が上昇し成形部品の不良や装置の損傷が発生
することがあるが、それを防止する。
標準価格は、取付ねじサイズRc3/8が5,810円
（税別）、Rc1／2が8,790円（税別）、交換部品のモ
ニターレンズは1,790円（税別）となっている。
【特徴】
▽射出成形品の品質の安定を低コストで実現
＝金型における冷却水の流入口または出口の配
管に設置して、通水していることがひと目でわか
る。赤色と黄色の目立ちやすい２色の羽根が回転
するため、視認性に優れ、低流量時でも流体の流
れ が 確 認 で き る 。使 用 流 量 範 囲 は 2 L / m i n か ら
20L／minまで。流量計などを設置するよりもコ
ストを抑制することが可能である。
▽モニターレンズの交換で視認性の低下に対
応＝水配管内の汚れによる通水の視認性の低下
対策として独自の交換可能なモニターレンズを
採用。配管を取付けたままで交換ができるため、
メンテナンスが簡便で短時間で行える。また、交
換費用もモニターレンズのみでランニングコス
トを抑えることができる。
▽ストッパで安全機能＝意図せずにモニター
レンズが外れないよう、外れ防止のストッパを取
付けた。より安全に使用できる。
▽配管作業性に優れた構造＝片側のねじ部が
左右自在に回転するため、本体の取付けと交換作
業が容易に行える。

ＭＯＬＤＩＮＯ
は 、４ 月 ２ ０ 日 ア
ルファボールエン
ド ミ ル「 Ｂ Ｒ ２ Ｐ
形」
を発売した。
ＢＲ２Ｐ開発は、
大 物 金 型 の 荒・中
仕上げ加工で使用
される主要工具の一つが刃先交換式ボールエンド
ミル。従来品は、取り代の多い加工でビビリ振動が
発生しがちで、切削条件を上げられないという課
題、また、自動車外板用プレス金型の肉盛り溶接部
の加工では、工具寿命が短いという問題もあり、こ
のような背景の中、荒・中仕上げを問わず切削性能
を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親
子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた
刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミ
ルＢＲ２Ｐ形を開発した。
【製品の特長とメリット】
▽ねじれ切れ刃形状を採用。従来品比で低減され
た切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を
改善した。切込み量が増加しても切削抵抗の上
昇を抑制し、
スムーズな加工が可能。
▽インサートは親刃・子刃を一体化した。親子２種
類のインサートが必要であった従来品に比べ操
作性に優れ、
工具管理が容易。
▽ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、
大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制
し安定した加工が可能。
▽新材種「ＪＳ４０３０」を採用。鋼一般の荒〜中
仕上げ加工に優れる。
▽内部給油仕様（ＭＴシャンク品を除く）で切り屑
排出性を向上した。
▽インサートは片面２コーナ仕様。
【推奨できる加工用途】
▽金型形状部の荒・中仕上げ加工
▽プレス金型における肉盛り溶接部の加工
【仕様】
▽ホルダ：φ１６〜φ５０
（全３８アイテム）
▽インサート：４材種(全４４アイテム)
【価格】
（消費税別）
▽ホルダ：￥３１，
５４０〜￥８９．
２６０
▽インサート：￥７８０〜７，
５００
適用
流体

汚れたら

水
最大穴径

できます

ø27
mm

モニターレンズ
（樹脂部品）

ジを吸着するネジマグキャッチャーレッド２個入
り（ＮＭＣ‐２Ｐ）のカラーバリエーション・全７ア
イテムを新製品として追加発売した。
【特長】
▽豊富なカラーバリエーションなので、建築現
場での差別化、
区別に便利である。
▽２枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグ
キャッチャーは、強力にネジを保持できる。通常の
マグネット入りビットの２０倍（同社比）の磁力で
ねじをしっかり吸着できる。
▽ビットとの組み合わせで、
狭く限られた箇所での
ネジ締めやドライウォール等の連続作業が楽に行える。
▽ビットに同製品を差し込むと着磁され、脱磁
については同製品の側面でビットを数回こすり、
刃先を最後に持ちあげる。
（完全に磁力を抜くこと
はできない）
▽対応ビットサイズ＝対辺６.３５㎜のビット。
軸径が６㎜未満の丸軸電動用ビットは不可。
▽従来は２個入りのブリスターパックでの販売で
あったが、
今回からは店頭でのバラ売りにも対応する。
また、
包装を省いた１０個入り紙箱で出荷可能になった。
カラーバリエーション・全７アイテムは、
次の通り。
※ネジマグキャッチャー グリーン（２個入り）
・
ＮＭＣ‐２ＰＧ、 イエロー（２個入り）
・ＮＭＣ‐２
ＰＹ、ブルー（２個入り）
・ＮＭＣ‐２ＰＢ、 グリー
ン・ＮＭＣ‐１ＰＧ、イエロー・ＮＭＣ‐１ＰＹ、ブ
ルー・ＮＭＣ‐１ＰＢ、 レッド・ＮＭＣ‐１ＰＲ。
なお用途は、電気工事、建築内装工事などで、ネ
ジの落下防止、
長いネジの作業など。

強力 バッテリ駆動

36V 2.5Ah

25
mm

CLO-2725(NN)
バッテリ・充電器・
キャリーケース なし

回転する
2色の羽根で
流れを確認

ベッセルは、好評発売中の強力マグネットでネ

最大板厚

低圧用

新品と交換
ねじ部が
自在に回転

マグネットでネジを吸着

独自のインサート取付機構とねじれ切れ刃で高能率加工

日東工器のカプラ関連

し て い る が 、万 が 一 冷 却

カラーバリエーション新登場

全高

150
mm

グリーン
調達対応

冷却水の流れを フローモニター レンズ交換タイプ
ひと目で確認
型式 FMC-30-3F/FMC-30-4F
「カプラ」
関連製品

本製品は
「カプラ」
ではありません

PAT.
PAT.P
D.PAT

www.nitto-kohki.co.jp

現場穴あけ作業は
アトラエース コードレスタイプ
コードレスの時代へ 型式 CLO-2725/CLO-2725(NN)
携帯式磁気応用穴あけ機

®

PAT.P
D.PAT

本社・研究所／東日本支社 〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel：03-3755-1111
（大代表）
●お客様相談窓口（土・日・祝日を除く）
西日本支社 〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel：06-6973-5501
（代表）
／中日本支社 〒465-0092 愛知県名古屋市名東区社台3-173-2 Tel：052-726-9041
（代表）
受付時間/AM8:30〜PM5:15
支
店 札幌／仙台／新潟／松本／北関東／埼玉／八王子／東京／静岡／浜松／三河／名古屋／北陸／京都／大阪第一／大阪第二／兵庫／高松／岡山／広島／福岡
海 外 拠 点 アメリカ／ドイツ／イギリス／タイ／インド／シンガポ−ル／インドネシア／オーストラリア／中国

0120-210-216
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サンドビック

安川電機

タンガロイ

あらゆる被削材に対応する高性能ドリル

棚置きロボを発売

『CoroDrill Ⓡ 860-GM』

省スペースで高密度配置可能に

突切り加工用工具
３次元ブレーカ付き突切りインサート

JXPSの拡充

不安定な加工条件でも高精度な穴品位を実現
サンドビックの「CoroDrillⓇ 860-GM」は、あら

タンガロイは、

ゆる被削材に対応する高性能ドリルである。

自動盤対応突切

従来ドリルを凌駕するために、低抵抗で食い付き

り 工 具『 Ｄ ｕ ｏ

時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状

Ｊｕｓｔ-Ｃｕ

を採用することで、微小チッピングと切削抵抗を

ｔ』
（ デ ュ オ・

大きく抑制した主切れ刃を具現化した。
幅広い加工条件に対応するために強化したコー
ナー形状とフルートからマージン部にチャン
ファーを設けることで、フルートの外周部を強化

安川電機は４月７日、多用途向けロボット「ＧＰ

ジ ャ ス ト・カ ッ

シリーズ」のラインアップに可搬質量３００ｋｇ、

ト）に、三次元ブ

アームの長さが３２２０ｍｍの「ＭＯＴＯＭＡＮ

レーカ付き突切りインサート『ＪＸＰＳタイプ』を

（モートマン）
−ＧＰ３００Ｒ」
を追加した。

拡充し４月２７日より全国で発売開始した。

したダブルマージンを新採用。これにより不安定

床より高い水平面に設置する「棚置き型」と呼ば

自動盤対応突切り工具ＤｕｏＪｕｓｔ−Ｃｕｔ

な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現する

れるタイプで、設置面より低い範囲で広くアーム

は、
独創的な高剛性クランプ方式によりインサート

とともに、
抜け際のバリの抑制も可能となった。

が動く。自動車ボディーなどをハンドリングする

のクランプ剛性に優れ、
安定した突切り加工を実現、

また、高い工具寿命を実現するために超微粒子

のに適する。床に置くタイプのロボットと組み合

好評得ている。すでに発売済みの研削ブレーカ『Ｊ

母材とPVD多層コーティングを備えた材種

わせれば高密度なロボット配置が可能で、よりコ

ＸＰＧタイプ』インサートに加え、今回、三次元ブ

ンパクトな組み立てラインを実現できる。

レーカ
『ＪＸＰＳタイプ』
インサートを拡充した。

X1BM を新しく採用。フルート部をポリッシュ
加工することであらゆる被削材で生産性の向上と、

また、手首軸の耐荷重が強化され、把持する部分

三次元ブレーカ
『ＪＸＰＳタイプ』
インサートは、

安定した工具寿命

から重心までの距離が長い重量物も扱える。根元

新設計デュアルレーキブレーカにより切りくずを

を実現した。

に近い上腕部に、関節と関節の間を２本の構造材

コントロールし、切りくず処理性と加工面品位の

でつなぐ平行リンク構造を採用。可搬質量やアー

向上が可能。さらに、ＤｕｏＪｕｓｔ-Ｃｕｔは、１

は3〜16mm、加工

ム長などが同程度の従来機種と比べ、軽量化した。

種類のホルダに突切り径に合わせた四種類のイン

深さは3〜8DCま

設置する架台などを簡素化することで導入費用を

サートサイズを取り付け可能で、突出し量を最適

で対応。

抑えられ、
他機種からの置き換えもしやすい。

にすることで、
安定加工と高能率加工を実現。
また、

な お 、ド リ ル 径

サブスピンドル対応突切りホルダも設定している

ハタヤリミテッド
ハタヤLEDヘッドライトシリーズ

「LED HEAD LIGHT800」
最大時の全光束８００ルーメン

間（リチウムイオン充電池）。このほか次の特長を
持っている。

カ付き突切りインサート『ＪＸＰＳタイプ』の拡充

▽バッテリー残量お知らせ機能＝点灯可能時間

により、さらに多くの突切り加工において切りく

が残りわずかになると、
ヘッド部のライトが点滅。

ずトラブルのない安定した突切り加工とさらなる

▽照明ＯＮ／ＯＦＦスイッチ＝Ｈｉ時の点灯時
間は約８時間、
Ｌｏｗ時の点灯時間は約１８時間。
▽ヘッド角度調整＝遠くを照らしたり、手元、足

ドは、ハタヤＬＥ

元など近くを照らしたり、角度を自由に調整でき

Ｄヘッドライトシ

る。

「ＬＥＤ
Ｄ

ＨＥＡ

ＬＩＧＨＴ８

００（ハチゼロゼロ）」を新発売した。
同製品は、全光束８００ルーメン（最大時）と、同
シリーズのハイブリットタイプとの比較では２倍
の明るさ。またＵＳＢ充電式で、充電時間は約５時

ＤｕｏＪｕｓｔ-Ｃｕｔは、今回の三次元ブレー

▽フォーカス機能
（ワイド、
スポット切替）

ハタヤリミテッ

リーズの新製品

ため、
様々な加工形態に対応できる。

▽後部灯は通常消灯しているが、任意で緑点灯、
緑点滅ができる。
▽滑り止め付きヘッドベルトで、ヘルメット取
り付け時の脱落、
ズレが防止できる。
ベルトの色は、
ブラックとグレーの２種類。
なお、防塵・防水仕様はＩＰ６４、質量は約１７
０グラム。

高能率加工に寄与する。
【主な特長】
▽三次元ブレーカ付き突切りインサートJXPS
を拡充
▽独自のクランプシステムにより高剛性なクラ
ンプを実現
▽突出し量を最適にすることで、
安定加工を実現
▽サブスピンドル対応ホルダも設定
【主な形番と標準価格・税込み】
▽JXPS12R10F SH725＝3,476〜
JXPS20R20F SH725＝4,213円
▽アイテム数=8アイテム

（消費税別途）
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Machine&Tool News
新型コロナウイルスの影響拡がる
愛知県中小企業団体中央会

3月の情報連絡をとりまとめ

国内生産も4月以降の生産計画が大幅減少となって
おり、
今後の収益悪化が懸念される。
◎新型コロナウイルス感染対策の為、
トヨタ自動
車の国内7ラインと海外工場が稼働停止し、各杜に

員の企業経営、業界動向、労働事情などに関する3月

影響が出始めている。
このコロナショックは今後更に

分の情報連絡によると、新型コロナウイルスの影響

悪化するとみられ、影響は計り知れない。更に終息予

が広がってきているのがわかる。現状とその対応策に

想も不明で先行きが見通せない。

の見通しがまだ利かない状況である。

2020年注目の２大イベントが中止

も世 界 各 地の 工 場 で稼 働 停 止 が 伝えられている。

愛知県中小企業団体中央会が取り纏めている会

ついて、
それぞれ取り組んでいるものの今後について
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車 関 係は世 界 的な需 要 減となり、
トヨタ自 動 車 で

一部関連業種の状況を次に紹介する。
〈化学・ゴム〉
◎本来であれば年度末の駆け込み需要の期待も

◎新型コロナウイルス対策の為、概ね20%程売上
減の予想。
今のところ通常出勤としている。
◎新型コロナウイルスの影響ではかつてない程の
ダメージを受けており、問題は深刻さを増すばかりで
ある。

あったが、
新型コロナウイルス感染拡大の影響でトヨ

◎4月からの受注はリーマンショック級になると予

タ自動車が工場の操業停止を発表する等逆風が吹

想しており、最悪の事を考えて5月からは半数程度の

いている。

休業も視野に入れている。

〈鉄鋼・金属〉
◎新型コロナウイルスの世界的流行により、世界

◎やはり新型コロナウイルスの影響が脅威であ
るといわれる。当業界は現状変化ないが、たとえウイ

産業用ロボット・自動化システムの専門展「ＲＯＢ

経済が大きく混乱し悪化していく。日本のみならず世

ルスが消滅したとしても三カ月先が不安だという。

ＯＴ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＪＡＰＡＮ２０２０
（以下ＲＴＪ

界の景気が一段と後退し、耐久消費財、衣類等の販

中国での工場休業停止により部品の供給がストップ

２０２０）」
〈 主催＝ニュースダイジェスト社・愛知県

売が大きく落ち込むと予想

する可 能 性 が 大 だという。

機械工具商業協同組合〉は、
７月２日〜４日の３日

している。その度合いはリー

部品がないと製造できなく

間、愛知県常滑市の「愛知県国際展示場」において

マンショックを上回るので

なる。

開催が予定されていたが、新型コロナウイルスの感

はないかと懸念している。金

◎組合員の業況としては

染症拡大の影響を考慮し、開催の中止を決めた。

型業界においてもそのよう

発注元の生産工程に大きな

ＲＴＪ２０２０は中部地方で初開催を試みた、産業

な状況下、新規開発案件の

変更はないので、組合員の

用ロボットや白動化システムに特化した専門展示

中止や遅れが予想され厳

部品製作工程や納品状況

会として注目を集めていた。なお、次回は、
２０２２年

しい環境下におかれると思

に影響はない。建設機械に

７月上旬の開催を予定している。

われる。

ついては中国製部品の入手

◎自動車関連企業は減

が遅れているが、組立工程、

開催が予定されていた『Ｊ
ＩＭＴＯＦ２０２０』
（第３０回

産の煽りを受けている。
経済

納 入 工 程 で調 整している。

日本国際工作機械見本市）
〈 主催＝（一社）日本工

の落込みは暫く続くと思われ、今は金融的な支援、経

新型コロナウイルス感染拡大の影響で国内及び中

作機械工業会／東京ビッグサイト〉
も開催が中止と

費の削減などあらゆる知恵を絞って耐えるしかない

国、東南アジアの車両・産業機械などの需要減退を

なった。

苦しい環境となっている。

危倶している。発注元の生産計画、生産工程の調整

一方、
１２月７日〜１２日までの６日間の日程で、

『Ｊ
ＩＭＴＯＦ２０２０』の開催会場である
「東京ビッ

◎3月生産計画は中国の影響を考慮して策定した

など大きな変化が出てくると組合員の受注量に影響

グサイト」
は、東京２０２０オリンピック・パラリンピッ

が、新型コロナウイルスの影響が全世界に広がり鋼

が出てくる。今後の情勢を注視していくが見通しが立

ク競技大会においてＩＢＣ
（国際放送センター）
・ＭＰ

材需要への影響拡大が必至である。新型コロナウイ

てにくい。

Ｃ
（メインプレスセンター）
として利用されることが

ルス感染が収束しないとリーマンショック以来の低

決定していたが、同大会が来年２０２１年に開催延

生産量となる可能性がある。

期されることに伴い、現在東展示棟で準備中である

◎3月の売上は自動車関連、工作機械関連、鋼材

ＩＢＣの利用が延長されることになったため、展示会

関連いずれも対前年比15〜20%ダウンした模様。

◎中国でできない部分の仕事が出ていたところも
あったが、それも終わるとますます厳しくなっていく現
状。
どこまで耐えられるか、
どの会杜も不安が増してい
るようだ。

場を計画通り確保できなくなったことから、開催を断

4月も同様な状態と思われるが、5月以降は新型コ

◎現在の自動車生産数は新型コロナウイルスの

念し中止せざるをえなくなったもの。

ロナウイルスの影響がどの程度出てくるのか予想で

影響が少なかった時のオーダーだが、4月以降の自

きない状況。

動車生産体制に大きな影響を与え、売上・資金繰り・

なお、次回開催については２０２２年秋の開催を
予定している。

◎新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、自動

雇用人員に大きな影響が出ると予想する。

