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次の問題を解き､○のなかの文字を並
び替えて､女性アスリート､海の食材､
ディズニーのキャラクターを答えて
ください｡ 
ヒント　
・女性アスリート：５文字　　　　　　
・海の食材：３文字
・ディズニーのキャラクター「ピーターパン」に登場：７文字
(例)〇の中の文字が｢スヤリワメダンオヨミサカジシ｣の場合、並び替えて
・女性アスリート：吉田沙保里   ・海の食材：ワカメ   ・ディズニーのキャラクター：ジャスミン
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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2月28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!! 
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▼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)
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Ⓒ村上リイア/SSP-TV

ヨコのキーワード
  1. 「マルモのおきて」で大ヒットした人気子役  鈴木＿＿君
  3. ノーベル生理学･医学賞を受賞｡山中教授が研究､発表したiPS＿＿
  7. 米・麦・大豆などの穀類を発酵させてつくられる万能調味料
10. 昨年末より発売開始された 新のOS Microsoft windows＿＿
12. 阿部寛主演､古代ローマ時代の浴場と､現代日本の風呂をテーマと
      したコメディ映画
15. 集客を図るため､＿＿を企画する
17. 大豆を原料とし､和菓子によく用いられる　＿＿粉
18. 砂場や砂浜で砂を掘ったり砂山を作ったりして遊ぶ行為
20. ネガティブすぎるイケメンモデル　栗原＿＿
21. フランス語で「元気？」
22. パン生地の上に甘いビスケット生地をのせて焼かれた定番の菓子
      パン
24. 北海道の空の玄関口　新＿＿
26. スマートフォンの略
28. 麻雀で＿＿にされる
29. おはよう。＿＿。こんばんわ。
31. 生きているうち､できる限りたくさんの世界＿＿を訪れたいものだ
33. 「オッケー」が口癖で､誰相手にもタメ口で接するキャラクターの
      人気ファッションモデル
35. TVゲーム｢ストリートファイター｣に登場する「ヨガファイヤー」
      でおなじみのインド出身ヨガの達人
37. 古畑任三郎、トリック、ライアーゲームなどテレビの＿＿で謎解
      きを楽みます
38. 昨年開業した電波塔で、世界一高いタワー　東京＿＿ツリー
39. 耳が三角でピンと立ち、くるりとした巻き尾が愛らしい日本犬
40. 親名義の家を､＿＿に変更する

タテのキーワード
  1. 世界中に約8億人のユーザを持つ世界 大のソーシャル・ネット
      ワーキング・サービス ＿＿ブック
  2. 出る＿＿は打たれる
  4. 店を移転し､リニューアルオープンするため､新住所､＿＿をお知
      らせする
  5. 男子100m､200m走の陸上世界記録保持者　ウサイン・＿＿
  6. ＿＿が合う。＿＿の耳に念仏
  7. 軽い味わいが特徴のメキシコビール　＿＿ビール
  8. たこやき味､コーンポタージュ味､なっとう味　種類が豊富な子供
      が大好きな駄菓子　＿＿い棒
  9. イタリア 大の貿易港のある都市
11. 宣伝効果で＿＿が殺到する
14. 電車の乗り換えがわからず＿＿に尋ねる
16. 叱られて＿＿をかく
19. インテル所属のサッカー選手､＿＿佑都
20. 昨年､佐藤健主演で実写映画化されたマンガ＿＿剣心
21. 秋の味覚　＿＿の塩焼き
22. 東南アジア 大の河川
23. セキュリティを守るため､＿＿を設定する
24. ＿＿に模擬テストを受ける
25. 宴会前に＿＿の力を飲んで､二日酔いを防止する
27. ＿＿づえをつく
30. アルプス･チロル地方を原産とする主にアウトドア用の靴の一種｡
      ＿＿シューズ
32. 韓国 大の財閥　＿＿グループ
34. 子守唄の英訳
36. iRobotが製造販売するロボット掃除機
37. 一人暮らしを始め、＿＿・洗濯の大変さを実感する

　謹んで新年の御祝詞を申し上げます｡

　昨年は､中国広東省佛山に予定どおり工場を建設

することができ、当社の上半期の業績についても

何とか目標を達成することができました｡しかし､

９月以降、海外の諸問題などを背景に溶接関連

業界を取り巻く環境も悪化しており､当社もそう

した影響を徐々に受けてきております｡

　このような経営環境をカバーすべく、当社の

も得意とする自動溶接装置やロボットシステム

などの早期受注､また､汎用品の拡販強化に全力を

注いでおります｡

　本年度も厳しい年になる懸念は拭いきれませんが､

溶接･切断関連の自動化･省力化システムの受注

確保と､汎用製品の拡販などの従来事業をベース

としながらトレンド商品であるレーザ溶接･切断

システムの受注に努め、そして中国の新工場を

着実に軌道に乗せていきたいと考えております｡

一方､当社の生命線である新製品開発は､既存製品

の改良･改善も含めて、すでにいくつか予定して

おりますのでご期待ください｡

　今年も業界発展のため､社員一同、心を新たに

頑張る所存です｡今後とも､かわらぬご愛顧とご指導

を賜りますよう､心からお願い申し上げます｡

代表取締役社長 鮎 川 伸 悟 
20132013
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Ⓒ李央/SSP-TV

Ⓒ村上リイア/SSP-TV



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･･･

マニプレーターの受注が好調です。
タンクの円周自動溶接や大型構造物の直線溶接などに使用されています。
現在も多くの引き合いやご注文をいただいております。

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！

■マニプレーター マニプレーターの受注が好調です。

■マツモト機械(株)東京工場にレーザラボ新設

■佛山松元机械有限公司を開設

東京工場･レーザラボ

光通信に用いられる導波路で「光を導く繊維」という意味です｡皆様の身近なインテ
リア等にも使われていて､たくさんのカラーの光をファイバーに通して色の変化を楽
しまれています。また､光ファイバーがあることにより光信号を
遠方に伝える事ができ､レーザシステムで言えば発振器から加工
ヘッドまでを伝搬する役割を果たしています。今後もさらなる
高速通信が可能になる場合もあり必要不可欠なものでしょう。

Ⓒ李央/SSP-TV

■光ファイバー

Ⓒ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2回～

佛山松元机械有限公司

（作画：李  央 ・ Story：Mario@SSP-TV）

■ここが違うんです!! なぜなら・・・

・小さなボディにフィルタが２個も入ってるんです！
・エアショック清掃でフィルタをいつも綺麗にしています！
  なぜなら・・・連続運転できるんです!!
・ターボブロアの採用で驚異の吸引力!!
  なんと！長いダクトでも吸引しちゃいます!!

FZ-2010
溶接ヒューム対策でお困りの方や､作業環境の改善を計画されている方は､ぜひ一度｢ヒュームゼロ｣を
ご検討下さい。デモ機の貸出等も行っていますのでお声かけ下さい。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｡
※「ヒュームゼロ」のカタログの請求は、お近くのマツモト産業か「WELS」編集室まで。

ヒューム吸引なし ヒュームゼロで吸引

発生源で吸引！ ヒュームを逃しません！！

この吸引力を
体感して下さい！

FUME ZEROのページへFUME ZEROのページへ

「ヒュームゼロ」
について詳しくは､
マツモト機械のHP
かカタログをご参
照下さい｡

HM-4040-RC

お客様が同施設で溶接・切断用レーザシステム導入検討の際、事前に
サンプルテストを行い目的の品質が得られるかを確認していただけます。
東北･関東圏のお客様の利便性を図り､ユーザーニーズにきめ細かく対応
します。
また、すでに大阪八尾第２工場内にはレーザラボを開設しています。

中国広東省佛山市に佛山松元机械有限公司を
立ち上げ2012年8月より稼働しています。
中国内の日系企業様をメインに専用自動装置
･ロボットシステムの提案･設計･制作および
サポートを行います。
ご支援のほど、よろしくお願いします。

ご支援のほど､よろしくお願いします。

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

・北京エッセンウェルディングショーin上海　6月18日(火)～21日(金)・北京エッセンウェルディングショーin上海　6月18日(火)～21日(金)　
・2013MACウェルディングフェアin神奈川　7月13日(土)･14日(日)・2013MACウェルディングフェアin神奈川　7月13日(土)･14日(日)　
     会場：パシフィコ横浜　Dホール

・MF･TokyoMF･Tokyo 2013　7月24日(水)～27日(土) 2013　7月24日(水)～27日(土)
     会場：東京ビッグサイト

▼2013年度の展示会出展予定2013年度の展示会出展予定

・沼津ウエルディングフェスタ2013  3月15日(金)･16日(土)・沼津ウエルディングフェスタ2013  3月15日(金)･16日(土)　
     会場：沼津卸商社センター　展示場大ホール 

・Photonix 2013  4月10日(水)～12日(金)　・Photonix 2013  4月10日(水)～12日(金)　
     会場：東京ビッグサイト

・中国･四国ウェルディングフェスタ2013  5月25日(土)･26日(日)・中国･四国ウェルディングフェスタ2013  5月25日(土)･26日(日)
     会場：コンベックス岡山

エリアのレーザシステム
提案の拠点として稼働します｡
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