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　4月から原因不明の首から肩に掛け
ての痛みが出てしまいました。数回通
院しましたがいまひとつ良くなりませ
ん…
　予防に勝る治療はありません。日頃
から体をケアしていきたいと思います。吉

あなたの想像力が
「測定工具」をより便利にする

あなたの想像力が
「測定工具」をより便利にする

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！

応募
内容

応募
資格

応募
方法

こんな道具が
あればいいのに！ 随時募集中！

品質管理課 長谷川ＭＧ

エマちゃんエマちゃん

ほたるの舞う夏の夜
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データ
管理課

 山谷
さんまろん

ちゃん

まろん
ちゃん

(14歳
）

(14歳
）

ペロくんペロくん(１歳）(１歳）

★性格
　とってもやさしい子
★かわいい仕草
　お話を首をかしげて
　聞くところ
★好物
　お豆腐・納豆

品質管理課 廣
田さん

（ファーストネームは

ワトソンともストーンとも言います。）
（ファーストネームは

ワトソンともストーンとも言います。）

業務課　若穂囲さん

ココちゃんココちゃん
(5歳）(5歳）

うちの犬が
いちばん！
うちの犬が
いちばん！
うちの犬が
いちばん！

Ｖｏｌ．１

SK社員が飼っている
自慢のかわいいわんちゃんをご紹介します。

皆さんも一緒に癒されましょう♪

PT事業本
部営業課

 菅原さ
ん

ランち
ゃん

ランち
ゃん

(10歳
）

(10歳
）

ノンちゃんノンちゃん
(2歳）(2歳）

　佐渡島の新・ご当地グルメ「佐渡天然ブリカツ丼」のＰＲを担当して
います。2013年6月のラジオ出演をきっかけに喋りを解禁し、現在では
イベント時の場内リポートやＭＣとの掛け合いを披露することも。
　本業は漁師で田んぼもやっていますが、ラジオの準レギュラーを
持っていたりと、多忙を言い訳に本業はサボり気味。
　ゆるキャラグランプリ2017　エントリー中です！

ブリカツくんVol.4

キャラクター名 ： ブリカツくん
所属 ： 佐渡観光協会   性別 ： 男
体格 ： 通年で脂の乗った寒ブリ体型
性格 ： 漁師気質に憧れながらも、根は弱気。ＳＮＳ上でも
             強気な言動が多々見受けられるが、ほぼ虚勢。
             上下関係を重んじる真面目な面もある。
チャームポイント ： 他のゆるキャラとは一線を画した独特の動き。
　　　　　　　　　丸々とした背中のライン。

絶賛婚活中♡	

佐渡
天然
ブリ
カツ
丼

10万
食達
成！
！

リング工場 
村田さん

ゆずち
ゃん

ゆずち
ゃん

(５ヶ月
）

(５ヶ月
）

★性格　おとなしい、　近所の人気者で最近は　「ココちゃん太ったね」　と言われます。（体重6kg）★かわいい仕草     散歩に行きたい時、　自分からリードを持ってくる。★好物  白いごはんとジャーキー

★性格　やんちゃで食いしん坊
★かわいい仕草　首をかしげる所★好物　犬用ボーロ

ノン（左）
★性格　暴れ

ん坊

★かわいい仕
草  

   長い舌が収
まりきらず、

　稀にちょろっ
と出ます。

★好物  氷

★性格　お利口さ
ん

★かわいい仕草  

   寝相が悪く、寝な
がら手足が

　動いたり吠えたり
します。

★好物  ミカン

ラン（右）

総務課 竹野主任

くうくんくうくん
(8歳）
(8歳）

★性格
　さみしがりや★かわいい仕草　寝てるときに　むにゃむにゃしている★好物

　ささみのおやつ

(3歳）(3歳）

★性格　ビビリ屋さんです。
★かわいい仕草　　朝挨拶するとお腹をなでて～
　と仰向けてひっくり返ります。

★好物　   歯磨きガム

★性格　ツンデレ
★かわいい仕草
　話しかけると、
　いつも首をかしげ

る

★好物  豚肉、ドラヤ
キの皮

SK
社員の

　皆さん、こんにちは。今月は夏至ということで、すっかり日が長くなりましたね。
今月は梅雨の時期を代表する昆虫「ホタル」についてお話したいと思います。

　ホタルは世界中で約2700種、日本には約50種ほどが生息しているそうです。その
中でも日本でよく見られるのは、以下の3種類になります。
①ゲンジボタル
 ［体長］約15mm ［生息地］きれいな川がある所に生息。
 ［名前の由来］平安時代、平家打倒の反乱を起こすも敗れ、無念の死を遂げた源頼
　政の魂を蛍に重ねた説と、紫式部の『源氏物語』に登場する光源氏にかけたとす  
　る説がある。
②ヘイケボタル
 ［体長］約8mm ［生息地］ゲンジボタルより汚れた水域でも生息可能。
 ［名前の由来］姿形が似ているゲンジボタルに比べて小さいことから、その対比で
　平家と呼ばれるようになった。
③ヒメボタル
 ［体長］約7mm ［生息地］川沿いよりも森林内に生息することが多い。
 ［名前の由来］「姫ボタル」は小さいホタルという意味。
 　私の住んでいる地域では、10年ほど前まで夜になるとたくさんホタルが飛びかっていたので、時期になると
外に出て鑑賞していたのですが、今ではほとんど目にすることがなくなりました。人間の目には見えづらくても、
ホタルにとっては大きな環境の変化があったのかもしれません。　
 　皆さんは身近な場所でホタルを目にされる機会はありますか？日本の夏の風物詩、大事にしていきたいです
ね。それでは、また次号で。



　胎内市出身です。新発田市に掛けて伸びる櫛形山脈は日本一小さい
山脈だそうです。

Q. 出身地自慢をしてください。

　BUNJIROWでオーダーメイドのハットを作ってもらいました！
オリジナルデザインでサイズ感もぴったりなのでとても気に入ってい
ます。

Q.自慢話をお願いします。

　ライブに参戦することです！
最近は県外にも足を運ぶようになったので、旅行気分で楽しんでいま
す。
　GWは茨城までライブを見に行ってきました。

Q.今、はまっているものを教えてください。

　実はもう始めているのですが…コスプレです。
衣装・ウィッグ・メイクなど表現したいものに近づけていくのが楽し
いです。
　イベント会場で会った方との交流も楽しみの１つですね。

Q. 始めてみたいことはありますか？

　次に紹介するのは、須戸工場現場の頼れるリー
ダー、横山敬志係長です。仕事姿はもちろんです
が、家族想いな一面も素敵な方です。今後ともご
指導のほど宜しくお願いします。

　自制心と積極性だと思います。
まだまだ自分には足りない点だと思うのでしっかり身に付けていきた
いです。

Q.社会人として最も大切だと思うことは何ですか？須戸工場

　ギターやライブ参戦等多趣味な渡辺さんを紹介します！
最近ではコスプレも始めたそうで、どんなコスプレをしてい
るのかとても気になりますね♪機会がありましたら是非見て
みたいです！

渡辺 郁己 Watanabe ikumi

ライブの
ついでに

聖地巡礼
！

好きなア
ーティス

トが

オススメ
している

お店で食
事をする

のが

楽しみで
す！

本日の釣果は「イナダ」です。
ご存知の方は多いと思いますが｢イナダ｣は出世魚で新潟県では成長と共に
｢ワラサ｣、｢ブリ｣と名前を変えます。稀に60cm以上のワラサが掛かり釣
具を損傷することもあります。

ポイントはいつもの自宅からスクーターで10分のお隣長岡市某所です。

今回は夏は海水浴場になる砂浜からのルアーフィッシングです。
運が良いと砂浜からイルカの群れを目撃することもできますよ。

釣りをされない方もこれからのシーズンは新潟の海を楽しめますので是非
遊びにいらしてくださいね。

Mr.SHIMAKAGEの素顔･･･
入社2●年目、新潟精機の重鎮、島影敏之。
明るい笑い声とやわらかい笑顔とは裏腹に愛ある厳しい目で部下
を叱咤するお父さん的存在。今は新潟精機の繁栄に全霊を注ぎ、
日本国内に留まらず、海外進出の一途を辿っているSuper dad。

これが

イナダ
です！

鯉のぼりならぬイナダのぼり！

仕様ラインナップ

ポケット膜厚計 

測定方式：電磁誘導式／渦電流式（FTM-52FN）
　　　　　電磁誘導式（FTM-50FE）
測定範囲：渦電流式　　0-2000µm
　　　　　電磁誘導式　0-5000µm
測定可能材質：厚さ300μm以上の鉄素材
　　　　　　　（鉄等の磁性素材。ただし、ニッケルを除く）
　　　　　　　厚さ50μm以上の非鉄素材※FTM-52FNのみ
　　　　　　　（アルミニウム、真鍮、青銅、亜鉛、鉛、銅、
　　　　　　　 非磁性鋼等の導電性素材）
表示分解能：100µm未満 0.1µm
　　　　　　1000µm未満 1µm
　　　　　　1.00mm以上 0.01mm
機器精度：300µm未満 ±2µm
　　　　　300-1000µm ±1%
　　　　　1000-2000µm ±3%
　　　　　2000µm以上 ±5%
電源：単三形アルカリ乾電池×1本（別売）
連続使用時間：約30時間
プローブ材質：ルビー
本体サイズ：約φ28×98mm
本体質量：約72g
動作保証温度・保管温度：0～ 45℃

デュアル式
FTM-52FN

電磁誘導式
FTM-50FE

デュアル式    FTM-52FN
電磁誘導式  FTM-50FE 製品情報

JANコード：4975846  029958
標準小売価格：￥209,000

JANコード：4975846  029941
標準小売価格：￥153,500

FILM THICKNESS METER 

90°旋回
プローブ

金属表面の塗膜の厚さを計測する小型膜厚計です。
・電磁誘導式／渦電流式 併用のデュアル式と、鉄専用の電磁誘導式の２タイプをご用意しています。
・自動的に測定対象物を判別し、鉄／非鉄金属の測定を切り替えます。（デュアル式）
・旋回するプローブで、パイプの内部測定や計測が困難な部位の測定を可能にします。
・コンパクト＆軽量のポケットサイズ。高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。


