ＹＭＴ通信
月刊 山 田マシンツールニュース

ＹＭＴヒストリ 第 ８回
海外 のののの工程集約 工具のののの
ごごごご活用をををを提案いたします。
商 用でドイツに参 った時など、彼 の地
での生産 の考え方が、日本 のそれと大
きく異なっていることを実感すること
があります。 一例を挙げれば、大量生
産 品でも出来るだけ 一台 の機械 で、
多くの加 工を こなそうとするドイツに
比べ、日本 の大量生産は、量とスピー
ドを追求するために、多くの機械を
並べる傾向があると感じています。

NO．
NO．８

２０１４．１．２８ 発行

さ て、その大量生産が 「
地産地消」の流れ の中で、海外へと移転が
進む傾向 です ので、勢い日本での生産は多種少量生産が多く
なっていくだろうという のが、私共の中期 の見通しで描いたシナ
リオでござ いました。ドイツをはじめ欧州では、前述 のように複
動加 工に必 要な 工具が発達しています。そこで、弊社はお役にた
ちそうな 工具 の取り扱いを、工程集約をキー ワードに増やして
まいりました。同時に、商 品知識を学び、使 用法 の適切な アドバ
イスや、アフターサポートを スムーズに行うように体制を整えて
参りました。無論、これら の実現のためには、欧州 のメーカーと
の緊密な関係が 不可欠 です。幸いな ことに、弊社は代理店権を
有する海外メーカーとは、例外なく良好な関係を保っています。
昨年 月のドイツ・
ハノーバー で開催されたＥＭＯショー では、
数 々の現地メーカーに、日本 のユーザー様から のご質問をぶつけ、
またご 要望を実 現するべく打ち合わせてきました。この様に機
械加 工の複合化のお役にたつべく尽力して参ります ので、今後
ともご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。
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ＹＭＴ ニ ュー ス
『
湘南 国際 マラ ソン
メダ ル刻印サービ ス』
２０１３年１１月３日、神奈 川県
の大磯プリンスホテルをメイン
会場として湘南 国際 マラソンが
開催されました。
参加人数は１８０００人、間寛 平
氏や徳光和夫氏をゲ ストに招い
た大イベントでした。
当社もメイン会場内に設営され
たオフィシャルブー スの 一部に
「
完走メダル刻 印サービ ス」
とし
てブー ス出展を致しました。
メダルへの刻 印に使 用した機材は
当社 のマーキング装 置の中 でも売れ筋製 品の「
エアー スタ
イラスマーカー Ｐ ５
。
‐０００ＰＮ」
完走者 へ送 られたメダルに完走者 の名前と完走タイムの
刻 印を致しました。
初めての出展でしたが、大会事務 局から のご協力も得 て、
５００名を超えるお客様にお集まりいただきました。
刻 印をしたお客様からも良い記念になったと喜び の声を
たくさんいただきました。
来年はまだ未定 ですが、出展する方向 で検 討をしており
ます。

山田マシンツール 特殊機械工具 ・ 輸入工具 のご紹介
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新 入社員紹介
東北営業所 『品 田 智洋』
今 回のＹＭＴ社員紹介は機 工営業部東北営業所 の
品 田智洋さんを紹介したいと思います。
ー出身はどちらですか。
北海道 札幌市です。
ー趣味や特技を教えてください。
スノーボードと車が好き です。
ー今後 の抱負を聞かせてください。
一日でも 早く仕事を覚えて

・ 彫刻エンドミルに比べ、
チッピングしにくく、
ワークへの負荷も少ない

ご迷惑をおかけしないように

・ 文字書きプログラムで
サイズ・ピッチなども変更可

していきたいです。

・ ＭＣ/ＮＣ旋盤で使用可能
・ クーラントスルー、又はエアー
でスタイラスが作動
・ 高速振動で美しい品質

マイタウ ン
『
秋葉 原 お でん缶』
アキバの缶詰ブームの火付け役
となった のがこの「
おでん缶」
。
「
がんも ・
大根」「
つみれ ・
大根」
「
牛すじ ・
大根」の 種類がある。
それぞ れに、さつまあげやつみれ、
ちくわ、昆布、こんにゃく、うず
ら卵も 入っていてかなり豪華。
缶切り 不要のイージーオープン
缶な ので、非常時 用にはもちろ
ん、キャンプやピクニックにも
便 利です。

山田マシンツール マーキング装置 ・ 刻印機 のご紹介

ＹＭＴＴ ニ ュー ス
第 ８回
報道等 で皆さんご存知 のとおり、
タイでは現在、反政府デ モが活発
に行われ ております。
今 回は、日本からは解り辛いデ モ
の背景について少し解説してみた
いと思います。
タイでは政治 団体 別にシンボルカラーが設定され てい
ます。赤シャツ組は現政権 与党 で、タクシン
元首相をリーダーとしています。黄は現在 野党 であ る
民主党 （
党首 アピシット氏）
支持者 で
元副首相 ステープ氏が今 回のデ モのリーダー です。
２００８年 の黄シャツの空港占拠もそう ですが、公正な
選挙をすると東北 ・
北部 の最多票 田を握る赤シャツ
が必ず勝ちます ので、選挙 で赤シャツが勝 つたび に黄
シャツはデ モでの国家機能麻痺 政
→権 の転覆を
狙ってきます。黄シャツの言い分は「
赤は教育レベルの低
い東北地方 の人を教唆して独裁的な政治を
行っている」
とのことですが、黄シャツも教育レベルを自
負している割には選挙結 果を受け入れられない
という自 己矛盾を抱えています。
この様に政治的な根 深い対立を背景にエンドレスの闘
争が続いており、我 々駐在 員とその家族も変に
馴れ て来 ており、普通に生活を送 っています。私などは、
終戦 間際 の満州国入植者 の方 々も この様な
感じだった のではないかとふと不安 になる こともあり
ます。事実、我 々駐在が最も 恐れ ている黒シャツと
呼ばれる別のグ ループが存在し、彼 らはデ モがピーク
に達すると何処からともなく現れ、状 況の混沌 化
を狙って無差 別に銃 器で攻撃してくる謎 の集 団です。
タイ現地企業各社は事業活動を緩める気 配は全くあ
りませんが、兎に角安全に留意して生 活し、業務
遂行して行きたいと心掛けています。
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