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年頭ご挨拶
ヤマザキ マザック 株式会社

代表取締役社長

山崎 智久

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年は、中国の景気減速、ギリシャ債務問題、原油などの

を推し進めていく予定です。
当社では自社のiSMART FactoryTM

資源価格の下落など経済成長の足かせとなる不安材料があり、

で次世代のモノづくりを自ら実践することにより、そこから新た

私ども工作機械業界にとっても海外市況は前年に比べると

な製品やトータル・ソリューションを生み出し、お客様により質

下回る結果となりました。一方、国内市況については政府の

の高い商品とサービスを提供できるものと確信しております。

成長戦略による設備投資支援策の後押しもあり、総じて堅調
と言える年でありました。

いくために、国内外に79ケ所のサポート拠点を設けており、
その

このところ、インダストリー 4 . 0 、インターネット・オブ・

拠点から高度なビフォア−セールスと迅速なアフターサービス

シングス
（ I oT ）などインターネットを活用したビジネスモデル

をご提供しております。
今後も引き続きお客様に質の高いサー

が広がりを見せております。

ビスを提供するための投資は継続して実施して参ります。

製造業においても、調達・製造・販売・サービスなどの自社
のバリューチェーンに加え、
外部のサプライチェーンまでを含め、
すべてをネットワークで結ぶことで様々なデータを収集して
活用することにより、生産性の大幅な向上や高度な顧客サー
ビスの提供が期待されています。

国内においては今年 4月に「瀬戸内テクノロジーセンタ」を
岡山県内に新設致します。
完成後は展示する機械についても
造船業など重厚長大な産業向けの大型機を多く展示するなど
特徴を持たせ、また、瀬戸内地域だけではなく四国や山陰地域
のお客様にもご利用いただけると考えております。

当社では、1998 年に本社工場内に
「サイバーファクトリー」

海外においても「ハンガリーテクノロジーセンタ」を今年の

を稼働させ、工場内のネットワーク化により、事務所内のパソ

春にオープンする予定であり、既にテクノロジーセンタがあり

コンで工場設備の稼働状況、加工プログラム、工具、生産

ますチェコ、ポーランドに加えて、中東欧地域でのサポート

スケジュールなどの生産に関する全ての情報を管理し、生産

体制をさらに拡充させて行きます。

の効率化と迅速化を図ってきました。

アフターサービスに重要な役目を果たす保守パーツに関し

一昨年からは、このサイバーファクトリーの運営を通じて蓄

ては、昨年の春にベルギーにあるヨーロッパパーツセンタの

積して来たノウハウと最新の情報通信技術を用いて、サイバー

規模を大幅に拡大することにより、欧州のお客様にさらに迅速

ファクトリーをより高 次 元にスマート化した「マザック

に保守パーツをお届けできるようになりました。

iSMART Factory 」の構築に取り組んでいます。iSMART

中国においては、今年 5 月に現在の上海テクノロジーセンタ

Factory TM は、一昨年の秋に発表した新しい CNC 装置で

の隣接地に「中国パーツセンタ」をオープンする予定です。

あるマザトロールSmoothシリーズ を中核とする Smooth

中国全域のお客様に対して保守パーツの迅速な供給を通して

Technology と最新の I T 技術を活用することはもとより、

アフターサービスの質を高めることができると確信しており

当社が工作機械メーカーとして蓄積して来た当社独自の自動

ます。

TM

化技術を結集させて実現する次世代の生産工場と言えます。

本年も、世界中のお客様の良きパートナーとして、マザック

国内では大口工場で、また海外では米国工場で iSMART

グループ全社員一丸となって精進して参りますので、引き続き

世界の生産工場でその時々の
FactoryTM化に既に着手しており、

ご高配を賜わりますようお願い申し上げますとともに、皆様の

新しい技術を取り入れ進化させながらiSMART Factory

ご健勝とご繁栄を祈念致します。

TM

01

当社は世界中のお客様との間に末永く信頼関係を築いて

化

02

[Mazak Exhibitions]
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03

01

01. ブースの中心にはマザックブランドを象徴するK.O 7を展示
02. 多くの来場者で賑わうブース内
03. 展示会場で実際に切削を行って説明するのがマザック流
04. SmoothX,G,Cコーナーではお客様一人ひとりに説明員が丁寧に応対

Smooth Technology
の最前線を紹介

新型CNC装置「SmoothX,G,C」
３機種が揃い踏み

特に注目されたのは、JIMTOF2014で発表したSmoothXの

INTEGREX i-400 AM

隔年で催される国内最大級の工作機械見本市「メカトロテックジャパン
（MECT）2015」

が昨年10月21日から24日までの４日間、名古屋市港区のポートメッセなごやで開かれま

した。国内外から444社・団体が計1915ブースを出展し、
開催期間中に史上最多の延べ９万

03

旋盤からMC、
５軸・複合加工機まで機種に応じてきめ細かく対応

会場全体の入場者数増を裏付けるように、
マザックブースの受付

出展した工作機械６台、
レーザ加工機１台のそれぞれに来場者が

TURN 200MYにSmoothGを、VCN-430AにSmoothCを

詰めかけました。工作機械では、3Dプリンタを融合させたハイ

Nagoya,Japan

系列CNC装置のSmoothGとSmoothCです。
これらはマザック

が提案するSmooth Technologyの中核をなすもので、CNC
する体 制が 整ったことになります。出展 機ではI N T E G R E X

数も前回比30％増を記録。製造業者が多い地域での開催らしく、

4124人
（前回比0.4％増）
が来場しました。

04

i-200Sとi-400 AM、VARIAXIS i-600にSmoothXを、QUICK

搭載。
文字通り滑らかな操作感を熱心に見入る来場者が目立ちま

ブリッドマルチタスキングマシンINTEGREX i-400 AMや国内

した。
ネットワークを使った支援アプリを紹介するスムースプロセス

VERTICAL CENTER PRIMOS 400 Sなどが関心を呼びました。

手法を分かりやすく伝えました。

初披露となる30番主軸搭載の立形マシニングセンタ（MC）

サポートソフトウェア
（SPS）
コーナーでは、説明員が新たな生産

04

[Mazak Exhibitions]
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01

01. マザックブース内にはSmoothX,G,Cをはじめ、大小さまざまな機械を展示
02. 話題のマクラーレンホンダのレーシングカーも展示
03. ダイナミックなデザインのマザックブース
04. 欧州市場では初披露となるSmoothX,G,Cへの視線も熱い

増えてきた
新たなソフトウェア提案

欧州市場意識した英国工場製立形MCも開発
VARIAXIS i-1050T

世界最大級の国際工作機械見本市「EMOミラノ2015」が昨年

10月５日から10日までの６日間、
イタリア・ミラノ郊外のミラノ国際
展示場で開かれました。
今回展のテーマは
「Let's build the future

（未来を作り上げよう）」。国内外から1600社が出展し、開催期間中
に約15万5000人が来場しました。

Milano,Italy

こうした流れを受けて、
マザックはブースの入り口付近で新型

CNC装置SmoothXとその系列であるSmoothG、SmoothCや

それらに対応するアプリケ−ションなどを紹介。特に、これが

今 回 展の出展 規 模は前 回比約 2 6％増の約 1 2 万㎡。食を

デビューイベントとなるGとCは欧州ユーザーに好評で、
機能や使い

同じであることから、場内は会期を通じて活気のある雰囲気に包

マルチタスキングマシン INTEGREX i-400 AMや旋削機能付き

では市況減速の影響を受けたせいか、
中国、
インド勢は減少傾向。

を採用した機種が注目を集めました。
ミラノでの展示らしく、欧州

アプリ化とソフトウェアの提案が増えていました。

も存在感を示しました。

テーマとする万国博覧会の会場と隣接している上、最寄り駅も
まれました。総じてアジアからの来場者が増加したものの、地域別

出展内容ではユーザーの関心を反映して、全体的にCNC機能の

05

04

勝手に対する質問が相次いでいました。機械では、ハイブリッド

同時５軸加工・高精度多面加工機VARIAXIS i-1050Tなど、
新技術

市場を意識して英国工場が開発した立形MC VTC-800/30SLR

06

01
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Japan 彦山精機株式会社

代表取締役：彦山 修
所 在 地：千葉県白井市平塚2603-4
従 業 員 数：50名
www.hikoyama.com

良い製品は働きやすい環境から生まれる

「当社が追求する精度は測定して初めて

結果が分かるので、お客様の実情に合わせ

た厳密な検査体制を整えています」
（ 同）。
同社の生命線ともいえる精度を高める備え
は検査体制ばかりではありません。

地中の支持層にまで杭を打つ堅牢な基礎

彦山精機は彦山社長の実父、智彦氏が

1965年に彦山精機製作所として創業。
グラ

工事による振動低減策や、
無窓工場を建設し

が独立し、印刷機の主要機構であるロール

管理を行うなど、製造現場での行き届いた

熱変位を極力抑えるためのさまざまな温度

ビア印刷機メーカーで営業をしていた智彦氏

Customer Report
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「形」ではなく、
「精度」をつくる

移しました。

でなく、社員の向上心を高めるのにも役立

引き立てるための脇役。
とはいえ、
お客様が

は彼らに刺激を与え、
社内に活気をもたらし

「ロールは主役ではなく、
お客様の製品を

求める精度や品質は父の時代の百倍のレベル

力の礎になっています」
。
彦山社長は精度を

担う
「脇役」
の務めをそのように打ち明けます。
蓄積された技術力を生かすため、同社は

どうかにあります。
印刷物に限らず、
連続生産にはロールが欠かせません。
彦山精機株式会社
などを手がける専業メーカー。
液晶テレビやスマートフォン、
リチウムイオン電池、
カーボン繊維

仕事を呼び込む、積極的な設備投資

と事業の軸足をいち早くフィルム製造用に

錯誤を記録した膨大なデータは当社の技術

１枚ずつ刷り取る版画と自動で何枚も印刷するプリンタ。
その違いは続けて作業ができるか

最先端の機械や自動化システム、工具類の
Chiba,Japan

など、
常に時代の先端を走る製品の製造を支えています。

無窓工場に並ぶINTEGREXシリーズ。
2016年には新工場が完成予定

技術)の普及で紙への印刷需要が減少する

です。幸い、
これまで目標精度に挑んだ試行

Japan 彦山精機株式会社

（千葉県白井市、
彦山修社長）
はサクションロール、
コーターロール、
光学用途向け転写ロール

製造に乗り出したのが始まりです。IT(情報

「新しい機械の導入は生産性を高めるだけ

ちます。
若い社員が多いだけに、
新しい機械

ます。当社の設備投資は景気には無関係。
仕事があるから設備を入れるのではなく、

設備が仕事を呼び込むという構えです。
ただ、
ニーズに合わない投資は痛手になるので、

お客様の声には日々、耳を傾けています」

（同）
。

創業時の1960年代には山崎鉄工所製の

導入を重視しています。
「職人さんの退職に

旋盤REX4000を導入。
「使い勝手が良く、

ないようにするのが狙い。当社がつくるの

いう理由で父が白羽の矢を立てたようです」

よって高度な技術が途絶えるということが

はロールという『形』ではなく、
『精度』だか
らです」
（彦山社長）。

システムの数々も一役買っているようです。

彦山社長の優しくあたたかい雰囲気は現場にも浸透している

「職場環境に気を配るのは
『働きやすい環

ロール加工という当社の仕事に最適であると

境が良い製品をつくる』
といつも言っていた

（同）
。
設備投資を惜しまぬ姿勢はその後も、

椅子に収まるのではなく、現場で油にまみ

7 0 年 代 のマシニングセンタ P O W E R

CENTER V15D、
80年代のマザック製大型
CNC旋盤POWER MASTER、
90年代以降

のINTEGREXシリーズへと時代を越えて
連綿と引き継がれています。
こうして定期的

父の背中を見て育ったからでしょう。
社長の

れていた父の姿を意識しているかもしれま
せん」
（同）。社長に就任して３年。常に前に

出る父親譲りの経営の精度は、主力製品と
同じく一段と信頼性を高めているようです。

に導入されたマザック機は現在約40台に及
びます。

INTEGREX e-500H Ⅱを用いて、
ワンチャッキングでロールを全加工する

▶ INTEGREXによる加工の一例。

02

03

ロールには高精度な小径穴あけ加工が
施されている

01. マザック機を武器に“関東一”軽量・高精度のロールをつくり出す
02. 1人のオペレータが数台のPOWER MASTERを動かし、
ロールを加工
03. 彦山修社長
（2列目中央）
を囲む社員のみなさん。
和やかな雰囲気で撮影が行われた

07

08

01
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Japan 株式会社タグチ工業

代表取締役：田口 裕一
所 在 地：岡山県岡山市北区平野561-1
従 業 員 数：250名(グループ合計)
www.taguchi.co.jp

自動化で生産リードタイムを40％短縮

製造部門ばかりでなくレンタル部門にも

タグチ工業の前身は1957年に山陽熔接工

業所として創業。高度経済成長前夜の造成

需要を背景に、
主として建設機械向け消耗品

の再生事業で経営基盤を固めました。62年

Customer Report

02

建設機械用アタッチメントで未来をつかむ

に有限会 社山陽 熔 接工 業 所、85年には

現体制へと組織変更。
この年に解体後の廃材
を分別したり、
積み込む用途で使うつかみ機

「グラスパーＶ」を発表します。職人気質の

した。これに伴い、メッキや焼き入れなどを
除いた内製化率は90％を達成。
「滑らかな

動きの要（かなめ）であるシリンダーも自前

です。
ガジラシリーズにおける最重要部品でも
あるので、
責任をもって良いものをお届けする

のが使命と考えているからです」
（青木社長）
。

ガジラの主要部品を加工するINTEGREXシリーズの加工エリア

人材育成にも期待がかかるスーパーガジラ

同社は壊す機械に関わるビジネスを進める

一方で
「未来をつくる」
取り組みにも力を注い
でいます。
その一例が次世代型解体装甲機

溶接工でもあった創業者、故・田口武男氏

と銘打たれたスーパーガジラのプロジェクト

がショベルメーカーの依頼で納めていた

です。
「一般にはなじみの薄い製品を扱って

オーダーメイド品を改良した、自社ブランド

いる本業を分かりやすく伝える手段の一つ。
ロボット分野への取り組みや最先端のゲーム

アプリを通して企業の存在感を訴えてい

「スクラップ＆ビルド」
という言葉さながら、
工作機械の主要な納入先である建設機械は
アタッチメントを一貫生産しているのが株式会社タグチ工業（岡山県岡山市、田口裕一

組立、出荷までの一貫生産体制を確立しま

第一号の製品でした。

Japan 株式会社タグチ工業
「壊す機械」と「造る機械」に大別されます。このうち、主に壊すほうの機械に取り付ける

携わる事業 形態は、溶断から各種 加工、

同社の歴史を振り返る青木善裕新社長
（左）
と広報担当の田口詠子さん

その使命を切削加工の面からより確かな

Okayama,Japan

ものにするため、昨年７月にINTEGREX

CEO）です。40種類を超える製品群のうちでも「つかむ」作業を担う製品の国内シェアは

シリーズ４台を導入。e-500H-S、i-400S

トップクラス。
そんなガリバー企業の素顔とは。
同社の成長を支えるグラスパーシリーズの
「Ｖ３」

93年にはコンクリートなどを粉砕する

「ガジラ小割機」
を開発しました。
新たな建設

を始める前＝片づけの用途に目を向けたもの

です。
ガジラはその後も
「カッター」
（98年）
、

「大割機ＤＳ」
（2005年）
などシリーズを拡大。
同社はアタッチメントに特化したメーカーと

して揺るぎない地位を占めました。
「つかむ、
壊す、
どちらかが得意なメーカーはありますが、

ます。
製作を通じて溶接や加工の技術を磨く
こともできました。興味を持った子供たちが

将来の解体重機の開発を手がけてくれれば
言うことはありません」
（同）
。

スーパーガジラはコックピットやロボット

(GL-400F)各１台、i-300S(GL-300F)２台

アームを備えた人搭載型ロボット。左手の

「本格稼働後は複合加工機に対する印象

に動きます。建設機械のホイールローダを

マザトロールのサポートも万全。
これまで他

東京・お台場の展示では子供よりも大人が

から成るマザックエリアを立ち上げました。
が一変しました。機械剛性は申し分ないし、
社製品の操作で苦労していた若いオペレータ

が簡単に使いこなす様子には目を見張りま
した。24時間の自動運転に対応できるのも

魅力的。導入前の工程に比べて生産リード

カッター、右手の大割機はアルミ製で軽快

ベースにしているので自走も可能。昨年夏の
目を輝かせたそうです。スーパーガジラは

廃材ばかりでなく、
来たるべき未来をつかむ
重大な任務を帯びているようです。

タイムは40％も短縮できました」
（同）
。

両方を手がけているのは当社だけ」と青木

善裕社長は同業他社との違いを強調します。

02
09

03

04

01. スーパーガジラの迫力ある組み立て風景はまるで映画のワンシーンのよう
02. 生き生きとした姿が印象的な社員のみなさん
03. 同社の破砕機とつかみ機を装着した建設機械
04. 慣れた手さばきでマザトロールを使いこなす若手社員

▶ 同社の製品に欠かせない
油圧シリンダー
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Singapore JEP Precision Engineering Pte Ltd

JEP Precision Engineering Pte Ltd
JEP Holdings社 会長：Joe Lau
所
在
地：46 Changi South Street 1 Singapore 486761
従 業 員 数：236名
www.jepprecision.com.sg

航空機産業が集まる工業団地に新たな拠点

ターンキービジネスを担うもう一つの柱

である人材面で役立っているのは社内の
序列や役職に捉われない、開かれたコミュ
ニケーション環境です。
「 当社には現場の
スタッフがためらわずに意見を言い、
経営陣

JEPはJoe Lau社長が1990年に興し、

も会社の状況を定期的に報告する風土が

創業時1万㎡だった工場を一代で12万㎡

整っています。こうした労働環境は会社の

にまで拡げるほど発展させたシンガポール

伸び伸びとした成長の支えになっています」

の企業です。
その名は国内はもちろん、
東南

Customer Report
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航空宇宙とエネルギー関連で有数の存在感

アジア全体で知られています。マザックは

「ビジネスを超えた強いパートナーシップ」
（Joe Lau社長)で結ばれてきました。
同社は創業以来、航空宇宙、エネルギー
（オイル・ガス）
、
電子部品
（半導体、
精密機器）

を代表する業界最大手として存在感を示し
ています。

JEP)は拡張のために、
政府のサポートでこの敷地の一部を割り当てられ、
同産業における

INTEGREXでサイクルタイム25％削減

や労務管理というソフトウエア。それらの
総合力が問われるプロジェクトがセレター・
エアロスペース・パークへの進出です。
「新た

「当社の強みは事業の根幹であるターン

な拠点整備で築かれる世界規模の航空関連

キービジネスを支える設備の整った施設と

企業との強い関係は、
当社に新たなビジネス

経験豊富で情熱に満ちた社員が揃っている

チャンスをもたらすはず」
（同）。

ことです。
工場内にはマザック製の5軸加工機

新拠点は世界規模での事業展開を視野

や複合加工機などが整然と並び、訓練され

に入れた同社の経営をより盤石にするで

たオペレータが手際よく操作しています」

しょう。

（同）
。
インコネル、
チタン、
ステンレススチール
などの難削材、アルミニウムのように高速

MRO(メンテナンス、修理、オーバーホール)の一大ビジネス拠点。急成長を遂げる同産業
関連の最も先進的な施設でもあります。JEP Precision Engineering Pte Ltd(以下、

工場内ではINTEGREX i-300をはじめ、
多くのマザック機が活躍

(YMS)を通じて同社と創業以来、共に歩み

特に航空宇宙とエネルギー関連では、現地

シンガポール北部の
「セレター・エアロスペース・パーク」
は航空宇宙産業に狙いを定めた

施設と設備というハードウエアと人材育成

現地法人のヤマザキマザックシンガポール

の各産業向け高精度部品加工に携わり、

Singapore JEP Precision Engineering Pte Ltd

（同）。

加工を要する航空機部品に対する加工技術

Singapore

はマザックとの共同歩調で蓄積されてきま
した。

国内最大級の企業として異彩を放っています。

「マザックはこの分野における先駆者な
ので心から信頼しています。特に『DONE
IN ONE』の考え方を踏まえたINTEGREX
横形マシ二ングセンタMEGA 8800や大型複合加工機INTEGREX e-1060V/6 Ⅱなどが並ぶ

受注における産業別の比率（2014年度）
は航空宇宙68％、エネルギー27％、電子
部品5％の割合。いずれも動きの速い産業
だけに、部品設計から加工までを一括して
行うターンキービジネスで作業の効率化と
納期短縮を図っています。
「作業の効率化と

シリーズは当社の生産内容にピッタリです。
実際、ある部品加工では25％のサイクル
タイム削減が可能になりました。複雑な部品

SLANT TURN NEXUS 550によるエネルギー関連部品の加工

加工が可能になったおかげで事業を広げる
こともできました。マザックの先進技術と
設備は当社の競争力と利益を最大にする
点で大きく貢献しています」
（同）。

納期短縮では豊富なスペアパーツを備えた

02

03

01. 5軸加工機VARIAXISにより高精度に仕上げられる航空機の鍛造部品
02. Joe Lau社長
（中央）
とSoh Chee Siong最高経営責任者(左)。
マザックセールスマネージャーのDick Luiと共に
03. 複合加工機によるエンジンケースの加工。
複雑形状に対応できる強みが、
事業の拡大を実現

11

YMSの素早いサービスとサポート体制に
助けられています」
（同）。
▶ JEPの技術が光るランディングギアのパーツ
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Neoさんの

―― 今後の仕事の重点は？
Yamazaki Mazak Singapore／Machine Tool Assembly Department

Mr. Neo Kian Siong

十分ではありません。ですから、まずは現在の業務を
完璧に遂行できるようにし、一日も早く全社的に貢献
したいですね。

部下との良好な関係を築くことに努める
PROFILE ＞＞

Mr. Neo Kian Siong

1996年10月入社。
2014年から機械組立課に配属。
趣味は水泳と旅行。
週末は妻や息子、
両親など家族
と過ごす時間に充てている。
1972年シンガポール
生まれ。

製造から販売、
アフターフォローまで、
国内外にたくさんの拠点を

今回登場するのは東南アジア地域の主要製造拠点であるヤマザキ

日本をはじめとして、海外に行く機会も増えました。

レーザ加工機とCAD/CAMソフトの研修で訪れた

マザックシンガポール（YMS）に勤務するNeo Kian Siongさん。

持ち前の勤勉さと豊かな現場経験はYMSのさらなる
発展のための心強い後ろ盾となっているようです。

―― 入社後の足取りは？

され、どんな困難にも立ち向かう勇気が
湧いてきます。

で悲願達成することができました。

ました。その後、板金課で班長補佐に就任し、機械やソフトに加え

スピンドルの組立指導

踏まえて、
彼らにやる気を与え、
会社にとって重要な存在と
認識してもらうように努めています。
部下のモチベーション

への参加、塗 装 業 者とのスケ

が起きたりしたとき、
この写真を見ると励ま

にも厳しい中ではありましたが、投手陣を中心に走攻守の全てが噛み合った最高の形

レータ業務に従事し、レーザ加工機のプログラム設計などを行い

ジュールの作成、関係する会議

の目標があります。仕事で疲れたり問題

創部3年目、
チーム一丸となって戦いに挑んだ結果、
見事優勝！ 真夏の連戦で体力的

板金用CAD/CAMソフト「MAZAK SMART SYSTEM」のオペ

仕事の内容は組立計画やスケ

息子の幸せな人生を支えていくという共通

で開催された第56回 日本工作機械工業会野球大会に参加しました。

した。上級技術者に昇進して設計・開発課に異動。この部署では、

旋盤の組立を担当しています。

だからです。
妻と私には一生懸命に働いて、

MAZAK野球部は2015年8月20日（木）と21日（金）に東京の大井海浜公園運動場

最初はレーザ加工機とプレスブレーキのオペレータを担当しま

組立課でマシニングセンタと

私にとって、家 族は大 切な人 生の 一 部

工作機械業界の甲子園で「オレンジ軍団」
が初の悲願達成！！

勤めていたので、一種の特別な存在でしたね。

―― 現在のお仕事は？

家族の写真

News & Topics

め方をされる憧れの企業の一つです。入社前は別の地元企業に

した。

は、
私のキャリアを高めるのに役立ちました」
とマザック

第一線で活躍する人々を取り上げます。

もちろんです。シンガポールでは安定した大企業という受け止

て溶接部門や塗装部門の管理も担当。２年後に班長に昇進しま

「さまざまな部や課の業務を通して積み重ねた経験
に転職してからの自らの成長を振り返るNeoさん。

―― マザックのことは入社前から知っていましたか？

優秀なビジネスパーソンには仕事上のパートナー
として片時も手放せないアイテムがあります。
Neoさんの一押しは？

スマートフォンに収めた家族写真です。

展開するヤマザキマザック。
MAZAK PEOPLEは、
グループ各社の

機械工学を学んだ社歴19年のベテランです。

ビジネス
アイテム

社歴は20年近くあるものの、現職に関する経験は

チームを牽引した落合主将は、試合を終えて「来年以降は追われる立場となるので、
また初心に戻り、
「連覇」に向けて真摯に野球道に取り組んでいきたい」と語りました。
今後ともMAZAK野球部「オレンジ軍団」を宜しくお願いします！

「これぞ三度目の正直！」MAZAK野球部のみなさん

が上がれば、それにつれて生産性も上がるからです。です
から、
部下との良い関係を保つことに気を配ります。
例えば、部下が何か問題を抱えていれば、それに耳を
傾け、解決方法を一緒に考えるようにしています。また、

大物加工対応 同時5軸加工・高精度多面加工マシニングセンタ

Variaxis -1050T

今号の表紙

部下のことを理解するためにも、彼らのそばにいるように
心がけています。

ジュール調 整、組 立の管 理な
ど、
多岐にわたります。
工場内のオフィスでスケジュール管理をするNeoさん

―― 仕事には、どんな気持ちで臨んでいますか？

いつも心がけているのは、
高い生産性で質の高い仕事をすること

高トルク・高加減速を発揮する高剛性#50
主軸搭載の同時５軸加工機に旋削機能(500
min -1)を持ち、旋盤工程からマシニング工程
まで全ての工程を1台のマシンで完結。

です。
そして、
部下と良い関係を築くこと。
それだけに、
かなり厳しい
スケジュールにもかかわらず、私のチームが努力して納期通りに
問題なく機械を輸出できるときはいつも誇らしく思います。
―― 人間関係で特に気をつけていることは？

当たり前のことですが、
部下の性格は一人ひとり違います。
それを
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マザック道場(研修施設)での研修の様子

株式会社タグチ工業のアタッチメント
「GUZZILLA」
大割機とカッ

テーブルサイズ

Φ1050 mm

最大ワーク寸法

Φ1250 × 900 mm

移動量(X/Y/Z)

1200 / 1385 / 900 mm

コックピットの内装まで、こだわり尽くしのデザインに大人心がくす

工具収納本数

30 本

ぐられました。

ターを装備した重機型ロボット
「スーパーガジラ」
とご対面！ 外観から

14

ヤマザキマザック美術館は、美術鑑賞を通して豊かな地域
社会の創造、
ひいては日本、世界の美と文化に貢献すべく、
名古屋の中心地 葵町に、2010年4月に開館致しました。
が
当館は、創立者で初代館長の山崎照幸（1928 - 2011）

しゅうしゅう

蒐集した18世紀から20世紀にわたるフランス美術300年の
流れを一望する絵画作品及びアール・ヌーヴォーのガラス
や家具等、ヤマザキマザックのコレクションを所蔵・公開して
おります。
みなさまのご来館をお待ちしております。

モーリス・ドニ《聖母月》

所蔵作品ご紹介

けいけん

敬虔なカトリック教徒だった画家モーリス・ドニは数多くの聖母子像を描きました。
この絵に描かれている幼子イエスを抱く聖母マリアの姿はドニの妻マルトの面影を感じ
させます。
ドニはしばしば乳飲み子を抱く妻の姿を聖母子像に重ねあわせて描きました。

サイバーワールド

イエスを降誕させた聖母マリアの祝日になっています。

2016 No.47

聖母月とはキリスト教暦で５月のことです。北方ヨーロッパでは冬枯れの木々が一斉に
芽吹き、花々が咲き誇る、待ち遠しかった春の到来の時期にあたります。
５月３１日は救い主

本作は、アトリエがあったサン＝ジェルマン＝アン＝レ近郊の丘の上を舞台に、聖母子を
囲み、賛美歌を唄って祝福する女性たちが描かれています。背景にはパステル調に彩ら
れた肥沃な森が広がり、彼方に水色のセーヌ河が流れています。純真無垢な白い衣服を
モーリス・ドニ（1870-1943）
《聖母月》1907 年 油彩、キャンヴァス

まとった聖女たちと満開の白い花と淡い色彩の背景が照応し、平和で幸福に満ちた空間
が広がります。
純潔と母性が見事に調和したドニならではの聖母子像です。

|金|

年

|日|

◎ 開館時間 ：平日／ 10:00 〜 17:30、土日祝／ 10:00 〜 17:00（入館は閉館の 30 分前まで）
◎ 休 館 日 ：月曜日
〔ただし１月 11 日 ( 月・祝 ) 開館、翌 12 日 ( 火 ) 休館〕
、12 月 27 日〜１月４日
◎ 入 館 料 ：一般 1000 円〔10 名様以上 800 円〕、18 歳未満 500 円、小学生未満無料

発行／ヤマザキマザック株式会社
〒480‐0197 愛知県丹羽郡大口町竹田 1‐131

11.20
2016 2.28
2015 年

音声ガイド
無料
サービス

西洋絵画の根幹にあるキリスト教美術。
その歴史は古く、３世紀頃にはすでに聖書の物語がキリスト
ひご

の姿と共に描かれています。
その後も優れた画家たちが教会や大貴族の庇護のもと宗教画を描き、
人々にキリスト教の教えと信仰の心を伝えてきました。

ジョルジュ・ルオーにいたるまでの作品を展示します。
キリストの生涯を絵画でたどる「聖書の物語」、聖母マリアやさまざまな聖人の礼拝像を展示する
「聖母マリアと天使、聖人たち」、ルオーの傑作版画集《ミセレーレ》
と
《受難（パッション）》
を合わせて
展示する
「20 世紀の宗教画家ジョルジュ・ルオー」の三部構成で、殺伐とした現代に生きる人々の
けいけん

心にも安らぎや敬虔な感情を抱かせる宗教画の魅力をご紹介します。

〒461- 0004 愛知県名古屋市東区葵

バルトロメ・エステバン・ムリーリョ
《アレクサンドリアの聖カタリナ》
1645-50 年頃 三重県立美術館蔵

1-19 -30

TEL : 052-937-3737 / FAX : 052-937-3789
地下鉄東山線「新栄町」駅下車 /1 番出口直結

URL : http://www.mazak-art.com
CYBER WORLD 47

16.01.21000

T

99J659016J 0

TEL（ 0587 ）95‐1131 www.mazak.com

この展覧会では、岡崎市美術博物館、三重県立美術館の充実したコレクションより、17 世紀
バロックの宗教画を中心に、ルネサンス期の《天使に支えられるキリスト》から 20 世紀の宗教画家

