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次の問題を解き、○のなかの文字を
並び替えて､お笑い芸人､ハリウッド
俳優､野菜を答えて下さい。 
▼ヒント　
 ・お笑い芸人：７文字　　　　　　
 ・ハリウッド俳優：６文字
 ・野菜：６文字
(例) 〇の中の文字がダシスロサウミマモイウシハストマリルトコの場合、並び替えて
・お笑いタレント：浜田雅功  ・ハリウッド俳優：ウィルスミス  野菜：トウモロコシ

WELDING  EQUIPMENT’S  LEADING  SPECIALISTWELDING  EQUIPMENT’S  LEADING  SPECIALIST

ウエルズウエルズウエルズ

201220122013

マツモト機械だよりマツモト機械だよりマツモト機械だより

マツモト機械の｢レーザラボ｣では
充実した設備で、YAGレーザに
よる溶接･切断テストやサンプル
作成を行っております｡これから
YAGレーザによる装置化をご検
討される方や、現在YAGレーザ問い合せフォームへ問い合せフォームへ

本社・工場  〒581-0092 大阪府八尾市老原4丁目153
TEL :（072）949-4661  FAX :（072）948-1528

http://www.mac-wels.co.jp/
システムに関して問題点や､お困りになられてい
ることがあれば､ぜひお問い合わせ下さい｡

応募は左のQRコードでアクセスし応募は左のQRコードでアクセスし
認証を行い､応募ページへ！認証を行い､応募ページへ！

・賞 品：正解者から抽選で10名様に500円分の図書カードを
             プレゼントします。
・締 切：2013年9月30日
・賞品の発送をもって、発表に代えさせていただきます。

頭の体操!! 

発 行：｢ウエルズ｣編集室

4th
2013年 7月発行

▼QRコードでアクセスでき
ない場合は､マツモト機械の  
HP にアクセスし、上方 のメ
ニューバーの「WELS」ボタン
をクリック

※認証情報 ※認証情報 (半角英文字)(半角英文字)

 ユーザー名：WELS ユーザー名：WELS
 パスワード：cross パスワード：cross

Ⓒ村上リイア/SSP-TV

Ⓒ村上リイア/SSP-TV

タテのキーワード
  1. 油を一切使わず､熱風で揚げ物を作られるフィリップ社製「ノン＿＿」
  2. いんげん豆を若採りしてさやごと食べる野菜
  3. 10本のピンをめがけてボールを転がし、ピンを倒すスポーツ
     「＿＿リング」
  4. 世界中のキッチンで愛用されている鋳物ホーローウェアのメーカー
  5. ＿＿・中・小
  6. 音痴を克服するために＿＿感をトレーニングする
  7. 大阪駅北地区（うめきた）の先行開発地域「＿＿大阪」
  8. 京都の祇園を中心とした花街で､唄や踊り､三味線などの芸で宴席に興
     〔きょう〕を添えることを仕事とする女性
10. 奇抜で洗練されたファッション、過激かつセクシーなパフォーマンス
      の米国シンガー「レディー・＿＿」
12. 刺身のつまや薬味､漬物の香り付けなど､和食にはなくてはならない草
15. 瀬戸内海国立公園に浮かぶ食とアートの島＿＿
16. ジンをベースにしたカクテルの中で、 もポピュラーなもの
19. 方言「じぇじぇじぇ」が話題となった、2013年度上半期のNHK連続
      テレビ小説の作品
21. 後、 下位
22. イギリス海軍の超弩級戦艦
23. 焼き魚、煮付け、寿司と多様に食される秋が旬のお魚
25. 運動選手などを訓練する指導者
26. 日本公文教育研究会がフランチャイズ・運営する学習塾
28. いつまでもあると思うな＿＿と金
31. 人の行いや態度などにしまりがなく、だらしないこと
32. 急性腰痛症「＿＿腰」
33. 遊べる本屋を自称する複合型書店「＿＿・ヴァンガード」
35. 日本三大和牛の1つ松坂牛の特産地
37. なごり雪のカバー曲が大ヒットしたフォークシンガー
39. 薄い板状のオールインワン・コンピュータ「＿＿レット」
41. ごく１部だけの火事

ヨコのキーワード 
  1. 今年世界遺産に登録された日本 高峰の活火山
  3. 巨石や２ｍから４ｍほどの小岩壁をロープや道具を使わずに体ひとつ
      で登ること
  8. 横浜みなとみらい地区で 大級となる商業施設「＿＿みなとみらい」
  9. 思いがけない驚きや予想外の仕掛けなどがあること
11. 無邪気であること、心の働きが休止していること
13. 栃木県と福島県に路線を有する第三セクター方式の鉄道会社
     「＿＿鉄道」
14. リゾートなどにある一軒家タイプの宿
17. 父母の父
18. テンションが上がっている状態「ア＿＿ゲ」
20. 人工によらない美
22. 仏教における地獄の責任者
24. 手塚治原作の漫画「海の＿＿」
26. ＿＿をふんだんに使ったケーキ「モンブラン」
27. 落花生の生産量１位の都道府県
28. ＿＿の目にも涙
29. 伝統的な、クラシックな雰囲気「＿＿ロ」
30. 「ぼったら」「おいの」とも呼ばれる粉もの「＿＿焼き」
32. レオナルド・ディカプリオ主演 新作「華麗なる＿＿」
34. 長い黒髪と妖艶な雰囲気で注目を集めたグラビアアイドル
36. スタジオジブリ作品「＿＿の豚」
38. お笑いコンビ「バナナマン」のボケ担当「＿＿統」
40. 人が笑うとき、頬にできる小さなくぼみのこと
42. 道具という意味の英単語
43. たくさん重ね着をしてふくれること
44. 漢字などの文字について本来の字体から点や画を省略したもの､ある
      いはある文字に代わって用いられる字画を省略した文字

htthttp:p ://www.mac-wels.co.jp///www.mac-wels.co.jp/htthttp:p ://www.mac-wels.co.jp///www.mac-wels.co.jp/

製品情報品情報製品情報

Ⓒ李央/SSP-TV

～第4回～～第4回～4回～第4回～～～第第4回回第4回

Ⓒ村上リイア/SSP-TV

Ⓒ村上リイア/SSP-TV

    いはある文字に代わって用いられる字画を省略した

 そうね…ずっと放っておくと茶色や緑や黄色等のカビが発生するの↓水にはカビの大好
きな酸素と養分が十分あるし､空気中から酸素と窒素を取り込んで冷却水循環装置の
タンクは、菌類にとって格好の住み家になっちゃうんだよ(>_<)  だから冷却水は定期的に
交換してね♪  透明カートリッジ式タンクで冷却水の交換は簡単だからよろしくね♫ 
また｢ストリームジェントル｣用で冷却水の抗菌･防カビ･防腐剤として「Ag＋(エージー･
プラス)」があり、使用すると通常より長期間使用が可能になるので検討してみてね☝

   現在｢ストリームジェントル｣を使用していて､
タンクの冷却水を交換しない様にしたいのですが大丈夫でしょうか？

冷却水循環装置の水

Ⓒ村上リイア/ SSP-TV

ローリングアースローリングアースローリングアース

冷却水循環装置

ストリームジェントル MP-250B

冷却水循

ストリ



じゃ、レーザ溶接をするよ。

その前に､必ず保護メガネを

かけて･･･

チラー(chiller)とは、水や熱媒体の液温を管理しながら温度を一定に
保つための様々な装置の総称で溶接時やレーザ加工を行う時にも使用
されたりするものです｡設備に水道水等を冷却に用いている場合は品質
の注意や､特に水道水は垂れ流しのケースが多く大量の水資源を浪費
してしまいますが､チラーがあると一定量の水を恒温循環でき､環境に
優しくハイレベルな温度管理ができるからです。

大変好評をいただいていますパイプローラーが両側傾斜が可能で､溶接姿勢
がよりとりやすくなって新登場します！！
小径管･エルボの溶接を簡単に行いたいとお困りの方は是非ご検討下さい。

製品情報 最新情報マツモト機械の注目製品をピックアップ！ マツモト機械の今をお伝えします！

■リニューアルして新登場！ パイプローラーがさらに使いやすく！

■レーザシステムについて

■第18回北京エッセン溶接･切断展覧会in上海

Ⓒ李央/SSP-TV

■なぜチラーが必要なの？

Ⓒ村上リイア/ SSP-TV

この物語は、人生の目標をまだ見つけられていない川中君が､先生の紹介で知ったマツモト機械に
入社し､失敗を繰り返しながらも､一つの目標に向かって､あたかも｢レーザ光｣のように一途に進む
人間に変わっていく様子を描いたコミックです。                          

～第4回～

（作画：李  央 ・ Story：Mario@SSP-TV）

■ローリングアースが必要な理由とは！！

・ターニングロールのベストパートナーで、なくては

　ならない存在だからです！！
・きっちりアースがとれ、キャップタイヤのネジレの
　心配いらず！！

ローリングアース

｢ローリングアース｣のページへ｢ローリングアース｣のページへ

今年度もレーザ加工技術展であるPhotonix展･
MF-Tokyo2013にレーザシステムを出展し多く
の方にご覧いただきました。
今後も最新のレーザシステムをご提供できるよう､
研究･開発に取り組んで参りたいと思います。

2013年6月18日～21日の4日間、上海新国際博覧センターにて、第18回北京
エッセン溶接・切断展覧会in上海が開催されました。弊社もグループ全体で出展
致しました｡展示会には､小型ポジショナー･チャック･ローリングアース･タントギ
スライダーマン･トータルマック･新型パイプローラー等を出品しましたが中でも､
小型ポジショナーに大変興味を持たれ、また、コンパクトウィーバーやタントギ
等の反応も良く､今後の販売に期待が持てます｡これからもマツモトグループとし
て､世界的な展示会にも積極的に出展していきたいと思います。

マツモト機械の製品が注目を集める！
タテ型 EVE-500

ヨコ型 EH-500

最新のレーザシステムをご覧いただきました！

Photonix展

ヨコ型 EH-500

溶接時の溶接時の
必須アイテム必須アイテム
溶接時の溶接時の
必須アイテム必須アイテム
溶接時の
必須アイテム

冷凍式冷却水循環装置 チルドストリーム CSI-40B

新型パイプローラー
PR-200Ⅱ

北京エッセン溶接･切断展覧会in上海

展示会情報展示会情報展示会情報展示会情報展示会情報

最新の最新の
展示会情報展示会情報
はこちらはこちら

・2013大阪ウエルディングフェスタ  11月2日(土)･3日(日)2013大阪ウエルディングフェスタ  11月2日(土)･3日(日)
     会場：インテックス大阪6号館A･3号館

・栃木ウエルディングフェスタ2013  11月16日(土)･17日(日)栃木ウエルディングフェスタ2013  11月16日(土)･17日(日)
     会場：マロニエプラザ 大展示場

▼2013年度の展示会出展予定2013年度の展示会出展予定

・2013新潟ウエルディングフェスタ  ・2013新潟ウエルディングフェスタ  9月19日(木)9月19日(木)　
     会場：ハイブ長岡（大展示場）

・名古屋ウエルディングフェスタ2013  10月5日(土)･6日(日)・名古屋ウエルディングフェスタ2013  10月5日(土)･6日(日)
     会場：ポートメッセ名古屋 1号館

・群馬ウエルディングフェスタ2013  10月19日(土)･20日(日)・群馬ウエルディングフェスタ2013  10月19日(土)･20日(日)
     会場：ニューサンピア

・2013ウエルディングフェスタin北九州  10月26日(土)･27日(日)・2013ウエルディングフェスタin北九州  10月26日(土)･27日(日)
     会場：西日本総合展示会場（新館）

パイプやパイプフランジ等の溶接において､確実にアースがとれずに溶接不安定やケーブルが絡まり損傷等
などでお困りの方はぜひ一度｢ローリングアース｣をご検討下さい。きっとご満足いただける結果をご提供
できると確信しています。
「ローリングアース」について詳しくは、マツモト機械のHP、カタログをご参照いただくか、お近くの
マツモト産業か「WELS」編集室まで。

FZ-2010
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