須佐の！

坂口と！

愛されて100号

PT事業部の須佐＆坂口です！
2015年11月5〜7日はトルコはイスタンブールにて
現地代理店と展示会に
参加してきました。

２０１５年１１月5〜７日

謹賀新年

皆さん、
トルコといえば何を思い浮かべられるでしょうか？
紀元前の遺跡やアジアとヨーロッパが交わるオリエント文化、
日本びいきな親日国家、
または世界３大料理にも数えられている
「トルコ料理」。

明けましておめでとうございます。
昨年は世界的に景気が不透明であり、国内に
おいても業種によって明暗が分かれた感があ
ります。
今年当社としては人財をフル活用して景気に
左右されることなく進んで参りたいと思いま
す。
自分は自分でしか変えられない。企業を変
えるのは社員。全員が自意識を変革して行け
ば、必ずや良い方向に向かって行けると信じ
ています。
世界に誇れる日本人の考え方、素晴らしさ
を再認識し、お客様を満足させられるよう取
り組んで参りますので、今年もよろしくお願い
致します。

しかし、今回の出張では展示会場とホテルと空港が全て隣接していて、
トルコに居るのに
トルコにあらずの状態！
！
！そこで代理店の皆さんに無理を言って
「トルコ料理」
を体験してきました。
トルコ料理の主役となる羊肉の味は少々クセがあります。
しかし、中東ならではのスパイス使いで羊肉のクセのある風味を飛ばしてあるので日本人
でも抵抗無く食べられる優しい味でした。
（羊肉が大嫌いじゃなければ、苦手な人でも美味しく食べられると思います）

代表取締役社長

編 集部メンバーのお正月の過ごし方
定 番 で す が、弥 彦
神 社へ初詣に行っ
てきました。
「重 い 軽 い の 石」と
呼ば れる石を持っ
てみました。
軽く感じたので願い
がかなうかも？
吉
○

○

我が家では毎年
元 旦に 温 泉に
行っています。
身も心もポカポ
カになりました！
岩
○

美し い 文 字 が 書 け
る よ う に な り た い、
と昨 年 末 から ペン
字の練習を始めまし
た。
今 年 は 少しで も 美
文字に近づけるよう
にコツコツがんばり
ます。
齋
○

山 形 県 鶴 岡 市に あ る
加 茂 水 族 館 に 行 って
きました。最 初 は「ク
ラゲなんて･･･」と思っ
ていましたが、想像以
上に癒されました。皆
さんも是非。
神
○

無料

測定アプリ がリリースされました！

測定アプリ for Android

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

測定アプリ for iPhone

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

SK水平器
[SK Spirit Level]

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

常務取締役

星野 博

あけましておめでとうございます。謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

日本には手軽に食べられるトルコ料理店は多くありませんが、
もしトルコ料理店を見かけたら是非、一度食べてみてください。

家 族 で 妖 怪ウォッチ
の 映 画を見に 行って
来ました。
うっかり涙した 所を
娘 に 見られてしまい
ました･･･。
今 年も我 が 家では
ブーム が 続きそうで
す♪
蒲

五十嵐 利行

新年あけましておめでとうございます。
地球温暖化の影響なのか気温も例年より
高く、新潟としては良かったのか、悪かったの
か、
ここまで過ごし易い年末ではなかったか
と感じています。
さて、中国を始めとするアジア新興国等の
景気が下振れ、
また世界経済は減速懸念とい
う中、国内景気も先行きに不透明感が漂うな
どの声も我々を取り巻く市場にも出てきてい
るようです。TPPの大筋の合意、
そして政府で
は昨年の「一億総活躍」社会の実現という具
体的処方箋が今年から逐次進められてくるか
とは思われます。
今年も難しい年になりそうですが、企業・そ
して自身の課題改善に向け、今まで以上の努
力していかなければと思っています。
今年も何とぞ宜しくお願い致します。
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新年あけましておめでとうございます。
増税後の停滞期からようやく動きが見え始
めた１年が過ぎ、今年は躍動・躍進の年と期
待を寄せています。
「病も景気も気から」
と言われます。できる
という発想でスタートし良い年にしたいと思
います。
今年もよろしくお願い致します。
常務取締役

鈴木 晋平

あけましておめでとうございます。
増税10％が景気低迷のため延期となって、
2017年4月にスタートします。
この影響がプラスとなるかマイナスとなるか
景気を左右する重要な時になると予想され、
その中で優位に展開するには先駆けた奇計
をもち取組むことが必要です。
地道にコツコツと取り組み完成させる日本人
気質で、
目標を制覇する意気込みを持ち新風
を吹かせましょう。
今年もよろしくお願い致します。
執行役員 技術本部長

眞保 盛雄

新年あけましておめでとうございます。
今年の巻頭コラムを担当させて頂きます。PT事業部の金子です。宜し
くお願い致します。
あっという間に１年が過ぎ、年が明けたように思います。
皆さんはどのように新年を迎えられましたか。
福袋を買いに行かれた方、神社で参拝された方、家でゆっくり過ごされ
た方、様々だと思います。
私は神社で参拝派です。元々パワースポット巡りが好きで、１ヶ月に１
金子
回は神社で参拝していますが、新年の参拝は特別なものに感じます。し
かし、パワースポットは神社だけではありません！山も忘れてはいけな
いスポットです。
という訳で昨年は人生初の登山に挑戦し、山の頂上でパワーを沢山吸収することができました。
今年も様々なパワースポットに足を運びたいと思っています。
県外でもお勧めのスポットがありましたら是非、教えて頂けたらと思います。
何をするにも健康第一です。皆さんが元気に過ごされ素敵な１年になりますように。

顕微鏡用ＸＹステージ

Q.出身地自慢をしてください。
地元は三条市保内ですが、自慢といえば春になると実家の近所は桜で満開にな
ります。桜ウォーキングというイベントもあるくらいで、近所では盛り上がって
います。梅雨時期には川沿いに蛍が数匹現れては、癒しを与えてくれます。

Q.今、はまっているもの。

最近ワインにはまって来ています。値段もピンきりで色々な種類があるので、
スーパーに行ってはお勧めの品から飲み比べしています。

Q.休日の楽しみ方を教えてください。

休みの日は自分で料理をするようにしています。本やネットで調べながらメニ
ューを考えるのが楽しみで、作っているときも集中でき、ストレス発散にもなっ
ています。

Q.血液型＋自分の性格。

緒に
桜と一
♪
キング
ウォー

典型的なB型とよく言われます。
わがままなところがかわいい自分ですが、その分人に甘えてしまうのが悪い癖です。

ＸＹそれぞれのダイヤルで、試料位置の微調整が可能です！！
型式：ＳＴＤ−7050
用途：顕微鏡へ取り付けて試料位置の調整
特徴：可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。
顕微鏡側ベース穴径φ95mm
ベース穴が適合しない顕微鏡でも、本機裏側のガイド
を外すことにより使用可能です。
仕様：許容荷重 1.5kg 以内
可動範囲 縦 50× 横 70mm
標準小売価格：￥24,000

Q.最近感動した話。
リング工場

最近新婚旅行でヨーロッパに行きました。
日本とは全く違う町並みとその建造物がとてもすばらしく感動しました。
いつかもう一度行ってみたいと思っています。

宮澤 晴久 Miyazawa Haruhisa

リング工場のスマイルキラー!!宮澤主任を紹介!!
宮澤主任の元気な声と無邪気な笑顔に癒されます!!
休日に料理をされるとのことですが、今度ご馳走してくださ
い♪

高校の時にバレー部に入りました。私が入ったときはバレー部は私１人で、毎
日壁打ち練習か先生と一緒に練習する日々でした。試合と言えば社会人バレーに
参加するくらいで、何度もやめたくなる毎日でした。
２年の時に少しずつ部員も増えていき、弱小ながらもチームができた時にはと
ても楽しく、その後の高校生活もすばらしい青春を迎えられたのを覚えています。

次に私から紹介するのは、同じリング工場の長谷
川さんです。いつも私の無茶な要求にも応えてくれ
るのには、感謝しています。毎日明るく元気でいられ
る長谷川さんは、いつもうらやましいくらいです。
家庭でも変わらないようですが秘訣があれば教え
てください。

ｍｉｎｉメジャーＫＡＩＤＡＮ

100名プレゼント

新潟精機の顕微鏡シリーズもお忘れなく !!

Q.夢はありますか？

車、マイホーム等色々ありますが、今よりもっと素敵な家庭が築けるようにな
りたいと思います。

かわいい子供が産まれ、
家族みんなで公園にお出掛け

４

新春

STD-7050

Q.学生時代の部活の思い出を教えてください。

昨年の両親への挨拶の間違い探しから1年。めでたく結婚を許してもらい、子供も授かりまし
た。晴れたある日、家族みんなで公園へお出掛けというシチュエーション。この写真の中にと
んでもない間違いが潜んでいます。

2枚の写真には全部で4つ違う箇所があります。左の写真と右の写真の違う箇所
を探してみましょう！

XTS-2021

XTS-SP2

XZ-45N

XT-2040

XTDB-SP2N

■顕微鏡仕様ー覧表

間違い探しの回答をご応
募いただいた方の中から、
『 ｍｉｎｉメジャーＫＡＩＤＡ
Ｎ』を抽選で100名様に
プレゼント！

商品名

品番

XTS2021

●応募方法
間違い探しの回答、お名前、ご住所、性別、年齢、お電話番号、職
業、ＳＫコニュニケーションへの感想、ご意見を沿えて、下記アド
レスまたはハガキにてご応募ください。
・メールアドレス skkun@niigataseiki.co.jp
・ハガキ送付先

実体顕微鏡
XTS-SP2
ズーム式

〒955-0061 新潟県三条市林町1丁目22-17
新潟精機株式会社 企画課ＳＫコミュニケーション編集部

●応募締め切り

2月15日（月）
（ハガキでの応募は2月15日（月）の消印有効）

XZ-45N

●抽選・当選発表

総合倍率

員に
者全
！
応募 賞！
参加

詳しくは、チラシまたは弊社Webサイトをご覧ください
グランプリ

賞金５万円

準グランプリ

賞金3万円

www.niigataseiki.co.jp

実体顕微鏡
ターレット XTDB-SP2N
変倍式

接眼レンズ 作動距離

接眼部
眼幅
傾斜角 調整範囲

WF10×
6.5倍〜45倍 0.65×〜4.5× （視野数20mm）
95mm
13倍〜90倍 （ズーム比 1:7） WF20×
（視野数10mm）

45° 55〜75mm

1×〜4.5×
WF10×
97mm
（ズーム比 1:4.5）（視野数20mm）

60° 52〜75mm

10倍〜45倍

ご応募いただいた方の中から厳正なる抽選を行い、当選者を決定致し
ます。当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。

実体顕微鏡
XT-2040
変倍式

対物レンズ

20倍
40倍

2×
4×

WF10×
105mm
（視野数19mm）
45° 55〜75mm

10倍
30倍

1×
3×

WF10×
100mm
（視野数20mm）

照明
落射照明
（ハロゲン球：6V 15W）
透過照明
（蛍光灯：5W相当）

ベース寸法

視度
調整範囲

スタンド

245×190×60mm

ラック＆ピニオン
方式

リング照明RK-10を付属
245×170×40mm
※アタッチメント径：φ48mm

ポールスタンド
方式（ポール径φ
25mm）

255×200×25mm

ポールスタンド
±5°ディ
方式（ポール径φ
オプター
32mm）

別売のリング照明
295×285×25mm
取り付け可能
※アタッチメント径：φ48mm

ポールスタンド
方式（ポール径φ
30mm）

リング照明RK-10を付属
255×200×25mm
※アタッチメント径：φ48mm

ポールスタンド
方式（ポール径φ
32mm）

別売のリング照明
取り付け可能

