
測定アプリ for Android

SK水平器
[SK Spirit Level] 

https://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.niigataseiki.skspirit

SK快段目盛定規
[SK Kaidan Ziggurat Scale] 

https://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.niigataseiki.skruler

SK水平器
[SK Spirit Level] 

https://itunes.apple.com/jp/app/sk-shui-
ping-qi/id961478802?l=ja&ls=1&mt=8

SK快段目盛定規
[SK Kaidan Ziggurat Scale] 

https://itunes.apple.com/jp/app/sk-kuai-duan-mu
-sheng-ding-gui/id960556293?l=ja&ls=1&mt=8

測定アプリ for iPhone
SK水平器

測定アプリ
がリリースされました！

SK快段目盛定規

無料
いつで

も　

お手元
に測定

器を！ 越後みしま 竹あかり街道 がたふぇすVol.6
「第 6回にいがたアニメ・マンガフェスティバル」

弥彦公園 【紅葉の名所】
10月24日●土 16時～21時 

10月24日●土 ～25日●日 
10月25日●日 ～11月24日●火 

所  弥彦村弥彦 667-1
問  弥彦観光協会
URL  http://www.e-yahiko.com/

所  長岡市脇野町本町通り界隈（浄福寺～河忠酒造）
問  三島ライトアップ実行委員会
URL  http://mishimatakeakari.com/

所  新潟市中央区・万代・古町・白山エリア
問  にいがたアニメ・マンガフェスティバル実行委員会
URL  http://www.niigata-animemangafes.com/index.html

もみじ谷の
ライトアップも見逃せ

ない！ゲンジボタルとヘイケ
ボタルが

生息している緑豊かな
地域

　日本の風情を感じられる場所として名高い
弥彦公園。中でも、観月橋を覆うように彩る
木々や、水面を赤や黄色に染める浅尾池など
が配されたもみじ谷は、紅葉の名所として知ら
れています。

　数々の人気マンガ家やクリエーターを輩出している新潟市で
開催されるマンガ・アニメの祭典。マンガ・アニメの原画展や声
優トークショー、コスプレパレード＆ステージ、撮影会、「痛車」の
展示などを開催。盛り上がること間違いなし！！！

マンガ・アニメのまち
　

　　　にいがたを発信
！

　「越後長岡百景」に
選ばれている越後三
島・脇野町本町通りの
町並み800mの沿道
に地元里山から切り出
した竹で製作した灯籠
を並べ、2万個のローソクを灯し、環境負荷の少ないLED
投光機50基で竹林や建物をライトアップするイベント。
　サブタイトル「ともそうよこころひとつに竹あかり」と題して
「東日本大震災」で被災された方々に、「笑顔と希望」の灯
りの願いをこめて開催される。

出張道中記　inタイ（バンコク）
　皆さん、こんにちは。新潟精機㈱名古屋営業所の稲熊（いなぐま）です。
今回は先日のタイ（バンコク）出張の様子をご紹介します。
２週間の予定でタイに訪問しました。
１週目は現地のお取引先様と工場廻りで商品PR。

営業稲熊
の

Bangkok

途中タイならではでしょうか、一般道に象やイグアナが・・・。
すかさずスマホで撮影（笑）。イグアナの俊敏さには驚きました。

　また、仕事帰りに道路脇にマンゴーが売っていましたので、
思わず車を止めてもらいました。
手のひらサイズで１個約60バーツ（日本円で約180円）安い！
タイでは緑色のまま食べることも多く、
料理に入れたりそのまま食べたりするそうです。
数日の放置で黄色に変色して、
甘くておいしい（アロイ！）お馴染みの見た目になります。

タイで
は

当たり
前！？の

風景

　２週目は展示会に出展して、
来場される現地の方や日本人に
弊社の代表的な製品を紹介しました。
お客様から「やっぱりMADE IN JAPANは良い」
と高評価をたくさん頂けた展示会でした。

SKが誇
る

MADE
 IN JAP
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をPRし
てきま
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タイは
南国フルーツ天国！

タイは
南国フルーツ天国！

タイで
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吉

　連休を利用して長野の実家に帰省して
来ました。
　天気にも恵まれ八ヶ岳登山、クラフト
フェア、ブルーベリー狩りなど充実した時
間が過ごせました。
信州の四季は最高です!!
皆様も是非お出かけくださいね。

10月のご当地情報10月のご当地情報

 遠目で２つ並べた状態で見てもら
いました。
「う～ん、結構難しいね」と意外にも
苦戦している様子の社長。
「決め手は、ネックレスの『しなり方』
と『止め金具』かな」の言葉に編集
部員もドキリッ。
　

【比較したもの】
「本物の真珠のネックレス」と
「300円の真珠風のネックレス」

66 あれれ、どっちだ!?あれれ、どっちだ!?

悩んだ末　
出した答えは･･･

最近の
アクセサリーは
よくできているね･･･。

敗北後、じっくりと 

 手に取って呟く社長

まさかの二連敗・・・。
社長の名誉に掛けて次回は正解してくださいね！！

　皆さん、こんにちは。９月に入り朝夕は過ごしやすくなりましたね。
鈴虫の涼やかな音色が聞こえ、あっという間に夏が過ぎ去ったと少々
寂しくなっています。
　さて、今月はお彼岸とおはぎ・ぼたもちに関する豆知識を少しご紹
介します。お彼岸は春と秋にありますが、今年の秋彼岸は９月２０日
～２６日でちょうど秋分の日と重なります。
　仏教では、生死の海を渡って到達する悟りの世界を彼岸といい、そ
の反対側の私達がいる世界を此岸（しがん）といいます。そして、彼岸
は西に、此岸は東にあるとされており、太陽が真東から昇って真西に
沈む秋分と春分は、彼岸と此岸がもっとも通じやすくなると考え、先祖供養をするようになりま
した。これは仏教にはない習慣で、日本独自のものです。
　また、「おはぎ」と「ぼたもち」の違いはご存知でしょうか。細かな違いもあるようですが基本
的には同じです。 漢字で書くと「お萩」と「牡丹餅」。小豆の粒を萩の花に見立てて「お萩」、牡丹
の花に見立てて「牡丹餅」と呼ばれます。ですので、厳密にいうと春は「ぼたもち」、秋は「おは
ぎ」ということです。お彼岸にこれらを食べる習慣は、江戸時代から始まりました。小豆の赤色
に邪気を払うことができるという信仰が、先祖供養と結びついたと言われています。
　「暑さ寒さも彼岸まで」といいますが昔と比べて気候が変化しており、従来の季節感とのず
れを実感することが多くなりました。暑い寒いだけではなく、この言葉の背景にも目を向けて
みてはいかがでしょうか。
　それではまた次号でお会いしましょう。

視覚

096 2015 09

096

お彼岸にまつわる豆知識

悔しい

です！



• 電子ユニット部は防水保護等級 IP65　　
• 3つのプリセット値が設定可能
• 公差設定機能付
• 定圧装置付
• オートディスプレイオフ機能付（約4時間）

• 穴径の精密な測定に
• 測定子：
合金工具鋼鋼材（MCD-10125IPS以下のサイズ）

 超硬チップ（MCD-12516IPS以上のサイズ）

特長

用途
材質

電源 • CR2032（リチウム電池）
テスト用1 個付属

デジタル Sライン三点マイクロメータデジタル Sライン三点マイクロメータ
ELECTRONIC DIGITAL S-LINE THREE-POINT INTERNAL MICROMETERELECTRONIC DIGITAL S-LINE THREE-POINT INTERNAL MICROMETER

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm） 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

151423 MCD-0608IPS 0.001 4 220g 98,000 042070
151424 MCD-0810IPS 0.001 4 230g 98,000 042087
151425 MCD-10125IPS 0.001 4 245g 98,000 042094
151426 MCD-12516IPS 0.001 4 270g 101,000 042100
151427 MCD-1620IPS 0.001 4 285g 102,000 042117
151428 MCD-2025IPS 0.001 4 345g 105,000 042124
151429 MCD-2535IPS 0.001 4 365g 145,000 042131
151430 MCD-3550IPS 0.001 4 505g 151,000 042148

※ 量子化誤差（±１カウント）含まず
＊ 三点マイクロメータは非常に緻密に作られており、その性能を発揮するためには20℃前後に温度慣らしをした状態でご使用ください。
　 極端な温度下では測定値の精度や測定器の動作に影響が出る場合があります。
＊ 基準リングゲージは付属しておりません。別途ご用意ください。

MCD-10125IPS

高機能・高性能を追求した
ハイエンドモデル Sラインシリーズ！

高機能・高性能を追求した
ハイエンドモデル Sラインシリーズ！

Sライン三点マイクロメータSライン三点マイクロメータ
S-LINE THREE-POINT INTERNAL MICROMETERS-LINE THREE-POINT INTERNAL MICROMETER

MC-10125IPS

用途 • 穴径の精密な測定に

特長 • 定圧装置付

材質 • 測定子：
合金工具鋼鋼材（MC-10125IPS以下のサイズ）
  超硬チップ（MC-12516IPS以上のサイズ）

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151413 MC-0608IPS 6～ 8 0.005 4 175g 48,000 041998
151414 MC-0810IPS 8～10 0.005 4 185g 43,000 042001
151415 MC-10125IPS 10～12.5 0.005 4 195g 43,000 042018
151416 MC-12516IPS 12.5～16 0.005 4 220g 42,000 042025
151417 MC-1620IPS 16～ 20 0.005 4 235g 42,000 042032
151418 MC-2025IPS 20～ 25 0.005 4 305g 44,000 042049
151419 MC-2535IPS 25～35 0.005 4 325g 70,000 042056
151420 MC-3550IPS 35～50 0.005 4 465g 71,000 042063

※ 三点マイクロメータは非常に緻密に作られており、その性能を発揮するためには20℃前後に温度慣らしをした状態でご使用ください。
　 極端な温度下では測定値の精度や測定器の動作に影響が出る場合があります。
※ 基準リングゲージは付属しておりません。別途ご用意ください。

水や切削液がかかる現場に最適な
防水保護等級 IP65 仕様。

最少読取値 0.005mm

穴径の精密な測定に

穴径の精密な測定に

詳しくは、チラシまたは弊社Webサイトをご覧ください 
www.niigataseiki.co.jpグランプリ

賞金５万円
準グランプリ
賞金3万円

新潟精機代表インテリBOY ！
裏面でご紹介している測定アプリもMADE IN 黒田 ！
先日ご結婚され奥様はキレイともっぱらの評判です ！
これからの活躍に乞うご期待♪

Yosuke Kuroda

　出身地は鳥取県米子市です。
新潟と違い平野が狭いので、海、山、川等が全部近くにあります。
大都市が近くにないので、人が少ない環境で自然を満喫できます。

Q.出身地自慢をしてください。

　十日町市で行われている大地の芸術祭を最近毎週のように見に行っています。
芸術はよくわかりませんが、市内に点在する各作品にあるスタンプ集めに予想以
上にはまっています。

Q.休日の楽しみ方を教えてください。

　24時間マラソンで182km走ったことですが、身近な人にさらに上がいるので
あまり大きな声では言えません。

Q.自慢話をひとつお願いします。

Q.仕事の魅力・やりがいを教えてください。
　初めてやってみることが多く、困難も多いですが、問題を解決した瞬間が嬉し
いです。

Q.最近感動した話はありますか？
　最近結婚したので、結婚式の一日は感動することばかりでした。

Q.社会人として最も大切だと思うことは何ですか。
　人を大事にすること。人を大事に扱わないと自分に跳ね返ってくると思ってい
ます。

Q.始めてみたいことはありますか？
　本を書くこと。今までの苦難な経験を元に何か書いてみたいです。

　次回ご紹介するのは、私が中途入社した年に新入
社員として入社した岩目地君です。PT事業部に行っ
た時や各種イベント等ではお世話になっています。
中国語が堪能なので、2年目となった今、海外出張の
際は活躍しているのではないでしょうか。

大地の芸術
祭に

ハマってい
ます

水と土の芸術祭2015
　2009年より開催され今回で3回目の水と土の芸術
祭へ行ってきました。
　水と土の象徴である「潟」を中心に、新潟市各所で
作品展示、パフォーマンス、ワークショップ、シンポジウ
ムなど様々なプログラムが展開されています。また、
国内外から参加する数々の著名なアーティストに加え
て、市民や地域が主体となり参加することで、新潟市
全域が芸術に染まっています！
　10月12日まで開催されていますので、ぜひ皆様「み
ずつち」へお越しください！

応募者
全員に

参加賞！
！

黒田 洋介技術開発課
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人
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巨大な人が出現！？

１

橋を渡っ
て

潟の中州
へ♪

１


