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FA Lady からの月刊ニュースレター 毎月月末にお届けしております
創刊 7 周年！ありがとうございます。

今月の写真

『ツバメの赤ちゃん』

撮影：くぼた

皆様に支えられて、ついに 7 周年を迎えること

地面に落ちた雛を知人が

ができました。本当にありがとうございます。

拾いました。網で採った虫

2010 年 9 月に創刊以来、あっという間の 7

や、すり鉢で擦った野菜を

年。これからもよろしくお願いします。

昼は 15 分毎に与え、足音

今年も 9 月。もう秋のお彼岸ですね。（今年

でお母さんと思われるまで

は、9 月 20 日～9 月 26 日です。）春は「ぼた

になったそうです。

もち」・秋は「おはぎ」をお供えですね。「お

育てるという事は、大変

はぎ」は、秋に咲く「萩」から由来があるそう

ですね。ふぁるふぁるも成

ですよ。食べ過ぎにご注意ください♡

長できるよう頑張ります！

今月のピックアップ製品

他社 PLC⇒MELSEC-Q シリーズ リニューアルツール

ユニバーサル変換アダプタ
省スペースで更新工事！
形名：
ERNT-ASQTB20(小形)
ERNT-AQTB**** (大形)

『ユニバーサル変換アダプタ』

MELSEC-Q 入出力ユニット
（8･16 点）端子台タイプ
圧着端子サイズが大きくて
端子台に取付できない！

★お困りのパターン

電線サイズが MELSEC-Q
適合サイズより太い！

今までと少し違うリニューアルツールです…が！
ユニバーサル変換アダプタ以外の変換アダプタは、
「既設端

配線加工（ハンダ付け）
が必要

MELSEC-Q 入出力ユニット
（32･64 点）コネクタタイプ

子台及びコネクタを流用できます！」と説明させて頂くと、
「それは便利だね」という声を頂ける、非常にわかりやすい
製品でした。
しかし、ユニバーサル変換アダプタは、
「圧着端子および電
線サイズを変更せず、既設配線を流用して置換え可能な便利
なツールです！」と説明させて頂くと…「既設の配線をやり
変えかぁ…」、
「I/O チェックが発生かぁ」といった声が多く、
売れないのかなぁ…と心配しておりました。
しかし、最近、ユニバーサルタイプのリニューアルツール
が採用頂けるようになってきました！
再配線は必要ですが、既設盤に、端子台等を置くスペース
が無い場合に重宝されております！
あぁ、お役に立てる製品でよかったぁ！

電線サイズが MELSEC-Q
適合サイズより太い！

⇒こんな時、端子台を別に置く…スペースがない！！！
★ユニバーサル変換アダプタが便利！
イメージは、『シーケンサの上に端
子台が置ける！』です♪
接続機器の仕様が MELSEC-Q シ
リーズ入出力ユニットの仕様を満足
していればメーカに関係なくご使用
いただけます！
製品の詳細情報は、大形はこちら！小形はこちら！
是非 Web サイトでご検討ください！
記者：みやした

今月のおしらせ
受付案内システム「コンコンコール」新製品発売

ドライブグッズ CE マーク表示追加

スリムでシンプルなデザインの受付案内システ

2017 年 7 月 22 日以降の欧州 RoHS 指令の適用拡大に従

ムを導入し、受付のイメージアップを図りません

いドライブグッズ製品の一部の機種について、CE マークを表

か？セキュリティ強化をお考えのお客様には、事

示いたします！ケーブル・オプション品については専用品のた

前予約で２次元コードをメール配信できるプレミ

め、CE マーキング表示、適合宣言が不要ですが、インボイス

アムプランのご用意もあります。新製品の詳細は、

には「〇〇専用品のため～不要」等と記載する必要が

こちらで紹介しています。

ありますよ！詳細は FA 機器テクニカルニュース
No.FAB5-008 を参照願います。

記者：くぼた

知っ得！？

ＭＥＥ ７周年特別企画 『 名古屋事業所

』

サーボ工場の
説明動画で
勉強中！

なんと！７周年を迎えたふぁふぁる！
そこで恒例(？)のＦＡ機器を生産している名古屋
事業所

尼崎事業所長インタビュー

ＦＡ関連

尼崎事業所長へインタビュー！

今回のインタビュアーは、久保田(く)、
宮下(み)、古田(ふ)の三人と、編集長です。

いらっしゃい

ようこそ名古屋へ！まずは工場見学。

く：ＦＡ機器に関わってきて以来、初めての工

名古屋事業所を見学してから…工場へ！

場見学、感激でした！

所長：三菱電機㈱名古屋製作所を、見学されたこと

み：丁寧なご説明ありがとうございました！

はありますか？

音響・振動診断

（MELSERVO-J4 3D 歯車デモに全員感動）

ふ：私は、もともと設計でしたので、何度か…

®

所長：暑い中、大丈夫でしたか？機会があれば、

く：私は初めてなのです！！（かなり感激の様子）

新しい工場なども見学に来てください。

所長：今日はメカトロニクス製品、ＦＡコミュニケ

三菱電機㈱名古屋製作所の詳細はこちら。

ーションセンター、サーボ工場を紹介します。

映像・表示

とっても紳士的な所長にふぁるふぁる女性陣感激(≧▽≦)

み：なかなか見る機会がないので嬉しいです！

皆様も、見学いかがでしょうか？

ついにドキドキのインタビュー

たいて欲しいと思います。いつか、海外でイ

この 4 月から着任された尼崎所長は、なんと！！

ンタビュー等、受けてみたいですね。

昔からのふぁるだぁ（ふぁるふぁる読者）でした！

一同：私たちも海外行ってみたいです♡←まず

所長：1981 年に三菱電機㈱に入社して、殆どシー

は、海外配信を頑張ってみましょうね…。

ケンサに携わってきましたが、e-F@ctory、

受付案内システム
®

所長：工場のメンバーから、ふぁるふぁるに

GOT の HMI を経験した時に、パートナーとの

は、継続の期待や、つぶやきを楽しみにし

連携が大切と感じました。

ているとの声もありますので、女性ならで

ふ：MEE も e-F@ctory Alliance

はの記事と、活躍を期待しています。

のパートナーですので、お客様へ最適なソリュ
ーションを提供できれば…と思います！

掲載させていただける

(この後、カタログや Web サイトについて話をしました。
皆様に便利にお使い頂けるよう改善できればと思います)

ありがとうござい
ました！

所長：いつかは、Ethernet、CC-Link 他、FA 以

写真を募集していま
す。また、人物・事例
等紹介させていただけ

外の ECHONET Lite 等の製品群の提供ができ

る方を募集していま

ればいいなぁと考えています。

す。ご応募は、下記メ
ールへ！

み：そうすると、いろいろな世界に広がりますね！
所長：世界と言えば、ふぁるふぁるは、海外に羽ば
ついに今年もメト・ライ
ブビューイング・アンコー
ルシリーズが始まりまし
た。8～9 月に毎日 2～3
本、映画館で格安でオペラ
三昧出来るのです。その上
涼しくて、今や私の夏一番
の楽しみです。
（くぼた）
FA Lady

月間ニュースレター

通勤途中に工事をしてい
た場所には、コンビニがで
きました！100 均ができ
るのを期待していたのはこ
こだけの話です（笑）とい
いつつも，家に一番近いコ
ンビニなので頻繁に行くこ
とになりそう！（ひろせ）
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記者：ふるた
インターネットで”古田
␣何人”で検索すると！詳
細データが出てくるサイト
に出会い、いろいろな苗字
を調べちゃいました（笑）
ちなみに古田は 322 番
目に多く 1 万人に一人くら
いいるそうです。
（ふるた）

食後に腹痛が襲ってくる
のでネットで調べてみた
ら、
「過敏性腸症候群」と
いう立派な名前がついてい
ました！真の原因は不明と
のこと。私の場合は、毎日
暑いからかなぁ～！？
（みやした）
（みやした）

9月
営業統括部

営業二部

幹成

編集者：FA Lady 倶楽部

井上 由香

お問い合わせ、定期配信申し込みは

久保田 有子

古田 智恵子

FAL2＠mp.mee.co.jp

宮下 美香

廣瀬

麻三子

までご連絡ください。

※MELSEC、e-F@ctory、MELSERVO は三菱電機株式会社、Ethernet は富士ゼロックス株式会社の登録商標
です。その他記載された社名、施設および製品名は各社、団体の商標または登録商標です。
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