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　12月に入り年賀状の作成に取り掛かり始
めました。
　SNSを利用して挨拶するなど新年の挨
拶も変わってきておりますが、やっぱり年
賀状をもらえるとうれしいですね。相手が
喜ぶことを考えながら今年も渾身のデザイ
ンを考えたいと思います。吉
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不満や不便を解消する測定工具のアイディ
アを広く募集致します。｢便利！｣｢役に立つ！｣
と思われる測定工具について自由にご提案
をお寄せください。

どなたでもご応募できます。（学生の方
からのご応募もお待ちしております）

専用応募用紙（別紙もしくは、弊社サイ
トよりダウンロードも可能）に必要事項
をご記入いただき、FAXまたはメールに
添付してご応募ください。

詳しくはチラシまたは
弊社WEBサイトをご覧ください。
www.n i igatase ik i . co . jp

優れたアイディアは
景品を進呈します！
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こんな道具が
あればいいのに！ 随時募集中！

11月17日(木)～11月22日(火)にわたり東京ビックサ
イトで開催された｢JIMTOF2016｣では、ご多忙中に
もかかわらず、当社ブースへ多数のご来場頂き誠にあ
りがとうございました。

出展報告

皆様のお陰を持ちまして、無事に展示会を執り行うことがで、大盛況のうち
に終了いたしました。
当社ブースにて気になる商品や使ってみたい商品はありましたでしょうか？
会場で対応させていただくことができなかったご要望、ご質問等がございま
したら、いつでもお問合せください。
また、各資料請求のご要望につきましても、お気軽にご連絡ください。
ご来場賜りながら、至らぬ点もあったと思いますが、何卒ご寛容のほど、お
願い申し上げます。ご来場いただきありがとうございました。

さすがに機械･工具業界
最大の展示会!!会場全体
がお祭りムードです。

当社ブースでも参考出品も含め、新商品等紹介させて頂くことができました。当社ブースでも参考出品も含め、新商品等紹介させて頂くことができました。
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　私は、旧月潟村という所に住んでいます。
周りは田んぼばかりで、近くにお店やコンビニすらもなく、古くからある商店
街しかありません。そこが逆に魅力的なのだと思います。

Q.出身地自慢をしてください。

　朝は遅くまで寝て、それから買い物に行くことです。ゆっくりショッピン
グをしたり、おいしい物を食べている時が幸せです。もしくは、一日中ゴロ
ゴロして、録りだめしてあるドラマなどを一気に見たりします。

Q.休日の楽しみ方を教えてください。

　「明太チーズ」味の食べ物です。とくに、明太チーズ味のお菓子の種類がた
くさんあるので、新しい商品が発売されると、つい買ってしまいます。

Q.今、はまっているものを教えてください。

　学生の頃は、「まりりん」と呼ばれることがありました。マリリンモンロー
という人がいますが、それはまったく関係なく、単純に、下の名前が「まり
な」だから、まりりんと呼ばれていたのかな？と思います。

Q.始めてみたいことはありますか？

ディズニーが大好きなので、連休があったら、ずっとランドとシーにいたい
です。そして、普段は高くて泊まれないので、ディズニーランドホテルかミ
ラコスタの一番高い部屋(50万円くらい？ )に泊まりたいです！！

Q.夢はありますか？　次回ご紹介する、川上さんは20歳と、とても若
いのにしっかりしていて、責任感があります。そし
て、一緒にいると若いパワーをもらえて元気にな
ります！！周りにいる人たちを明るくしてくれる、そ
んな方だなと思います。

Q.あだ名とその由来を教えてください。

　何か、スポーツを始めたいと思っています。中学以来、全くと言っていい
ほどスポーツをしていないので。

総務課

　総務課の癒し系!!真水さんを紹介します♪見るからに乙
女で可愛らしい印象の真水さん。見たまま!!可愛いです!!
(笑)ディズニーのキャラクターたちと一緒に踊っていても違
和感ナシです!! (* ∀́̀*)

  同僚がロードレーサーの自転車を買って、

休日にあちこちサイクリングしている様子がS
NSにアップ

されていました。次はどこにサイクリングに行
くの？と尋ねると

「サイクリング？ちょっとニュアンスが違うんだ
よなぁ、語感に

                        ストイックさがないよ」
・・・

                        彼の口からストイックと
はっ！というわけで、

                        今回紹介するのは、羽
田圭介さんの「走ル」です。

                        　物置に放置されてい
たロードレーサー「ビアンキ」を

                        メンテナンスした僕は
、翌朝早くビアンキに跨り、

                        八王子の家から学校が
ある都心の四ツ谷へと漕ぎ出した。

陸上部の朝練に間に合い、そのあとジュース
の買出しを頼まれた僕は、

ビアンキに乗りコンビニへ。

　店を出た僕は、学校に戻るつもりがなんとな
く国道4号線を北上しはじめ、

東京を抜け出し利根川を越えさらに北上。仲
間や彼女からのメールをなんとか

誤魔化し、やがて栃木、福島そして山形、秋田
へ。突然始まった僕の自転車の

旅は、いつまでどこまで続くのか・・・。

　高校2年の男子らしさが結末に出ています
。とても面白かったです。

さて、同僚の彼ですが、最近は「寒くて自転車
に乗っていない」とのこと。

そこはストイックに克服してほしいところです
。

走ル 作家：羽田 圭介／河出文庫 刊

真水 麻里奈 Shimizu Marina

新商品多数追加
レベルニック・Sライン・快段目盛シリーズ
の新商品を巻頭で分かりやすく紹介して
います！
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NEW ITEMS
各カテゴリ、イチオシの新商品！ぜひ詳細ページでご覧ください。

NEW

BT-10-SET／BT-KA07／BT-KA04／BT-CA20

小物・精密部品の測定に！
電気マイクロメータや、デジタルインジケータな
どを取り付けて使用します。

ベンチテーブル基本セット／ベンチテーブル用測定子 P256

DEI-WKS-N

最小読取値 0.0001mm（0.1μm）!
ベンチテーブル取付に最適。

デジタル Sラインインジケータ P223

SKZF-60135／90130／130200／ 200300

使用後の脱脂クリーニングだけで、袋に入れれば防錆完了！あらゆる鉄製品の保管に。

ゼラストフィルム鉄用 P346

LD-SET／ LD-LB30／ #4-8 LD-LL48

磨耗した測定子や、測定子の交換後の平行出しに！

ラップ装置セット／交換用ラップブロック／ラップ液 P257
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DSR-180KD／DSRM-180KD TPG-800KD

角度・勾配測定がこれ 1台で！
落下防止のストラップ穴も
追加しました。

対象物にフィットする
薄手タイプが登場。

対象物を傷つけない
ポリカーボネート製。

製缶業者様の必需品！
寸法測定、直角確認、
ケガキ作業に。

LM-90KDS／ LM-90KD

目盛を上下に分けて
視認性UP！
マグネットが
強力なタイプも
登場。

レベルメータ 快段目盛 /強力磁石タイプ P145

CM-CKD

付属のシールで
自由にカスタマイズ！
透明で測りやすい
ポリエステル製。

クラックメジャー 快段目盛付クリア P118

ST-150KD～ 2000KD

測定単位「mm」のスタンダードなスケールです。

ステンスケール 快段目盛 P278

HS-300KD

細巾で薄く、機械などへの取り付けにも使用できます。

シルバースケール細巾 快段目盛 P278

SV-150DKD／ SV-300DKD

一定寸法の繰り返しケガキ作業が効率UP！

シルバースケール 快段目盛 ディップス付 P282

SV-150KD～ SV-2000KD

反射を防いで読み取りやすいシルバー仕上。

シルバースケール 快段目盛 P278

CU-60KD／CU-100KD

人気のキャッチアップシリーズに60cmと100cmが
追加。

キャッチアップスケール 快段目盛 P279

TT-1000KD／T-2000KD

端面からの寸法測定、ケガキ作業に。

T型定規 快段目盛 P283

LCG-1950KD／ LCG-2550KD

折れ・たわみに強い
超剛性テープを
採用しました。

KAIDANロック Guard P286

TH-30KD/TH-50KD
シルバー曲尺 銀籠　快段 薄手広巾 P287

MT-60KD/MT-100KD
シルバー中金・大金 快段目盛 P288

ダイヤルスラントルール 快段目盛 P146 プラスチックテーパーゲージ快段目盛 P99

快段目盛シリーズ
新発想「段差型目盛」で、一目で分かる。読み違えにくい。

NEW
LINE UP

HOWTO動画&
 　関連アイテムを紹介
◆ QRコードから使用方法の動画へ
    簡単アクセス！

◆ 商品に関連したおすすめアイテムをご紹介。
　 一緒に使用することで、さらに便利に！

■高精度デジタル水準器 
　0.001mm/m表示 
　無線／有線 切替可能タイプ

垂直測定▶
L型ベース

P126

レベルニックシリーズ最新モデル！無線システム標準装備。
PCへの測定値出力と本体での測定値確認、両方で使用できます。

How To動画

NEW!
LEVELNIC

測定値の記録／真直度・平面度計算
測定ソフト

P136
～

測定ピッチの変更▶
測定ピッチ可変ベース

P135

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P346

レベルニック　DL-S4W

カタログ請求・お問合せ
測定工具.comカタログ請求フォーム または 0256-31-5660

新商品多数追加

HOWTO動画&
 　関連アイテムを紹介

リニューアル
ポイント

品揃え豊富
！

見やすく
便利になっ

て

登場！

使用方法の動画
QRコード

関連アイテム
を紹介

Vol.118 新製品ニュースNew
Line up

NEW NEW
LINE UP Renewal
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