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古紙配合率100％再生紙を使用しています。

取締役の職務分掌に関するお知らせ
納入先 株式会社 鶴商（金沢市：宮崎和夫社長）殿

05071300 Ik

1

製品 特 集

製品特集

ΣF1シリーズ データウェイ
弊社は、
Σシリーズデータウェイに代表される組合せはかりの能力と精度を高めるため、

計数機能付きデジタル式上皿はかり

新発売！
！

PDS-200N/2000N

毎年開催されている環境展が今年

技術開発を継続してまいりました。メモリホッパーを備えた方式やダブルシフト、
トリプルシフト

声のもと、
コンパクトかつお客様自身で重量校正ができる機能を搭載した、
計数機能付デジタル式上皿

も５月２４日から５月２７日の４日間、東京

等の工夫（これらはすべて大和製衡
（株）の特許です ）
も、
その開発の成果です。これら

はかりPDSシリーズを発売致しました。

国際展示場で開催され、大和製衡も

のデータウェイは、
世界の市場の中で確固たる地位を占めるに至っ

グローバルな市場において更なる発展を目指すべく開
ています。新形データウェイΣF1は、
発した画期的な新商品で、
従来の技術開発の方向とは異なる新しい着眼点を見い出し、
新たなコンセプトに基づいて開発いたしました。

産機事業部が総力を上げて販売活

● 商品の計数作業や欠品チェックに

動を展開している「次世代形トラック

● 生産・製造現場での検品・選別など工程内管理に

スケール」を展示致しました。

● 企業や学校法人、個人での取引証明を伴わない計量に

組合せはかりは、
食品産業に代表される業界で定量包装品を生産するために使用され

弊社といたしましては、
環境展への
出展が初めてという事もあり、展示ス

特長

ます。一定重量の品物を組合せはかりから排出し、
包装機（一般的には縦型ピロー包装機
です）
で包装されます。ユーザが求めるのはきちんと包装された品物であって、
はかりの能

機
能

力や精度はそのために必要となる機能です。
きちんと包装された品物とは、
正確な重量で
あること以外に、
袋のシールがミスなく行われることが重要です。すなわち、
はかりの機能だ
けを見て技術開発を行うのではなく、
お客様が使用されるのは計量包装システムであると
考えると、
はかりは包装機に対する供給機として位置づけることができます。そして、
はかり

設
計

に求められるのは「包装機の能力を最大限に生かす」ことであり、
それをどのようにして実
現するのか、
という課題が明確になります。この開発コンセプトを弊社では、
「下基準」
と呼

ペースは２小間と他の展示会と比較し

①1台2役、カウンティング（個数計算）機能
標準搭載

ステンレス皿
（オプション）

て小さいものの、
来場されたお客様に「目
で見て分かりやすい展示」として、新

②いつでもどこでも重量校正が可能

形ロードセル「ＤＣＣ１型」及び「新形

①表示分解能1／2000を実現

ストッパー」の実機展示やラジコンによるデモ計量を行いました。特にラジコンによるデモ計量は、
デモを

②本体重量わずか480gのコンパクトボディー

ACアダプタ
（オプション）

③乾電池（単3×6本・別売）と
ACアダプタ（オプション）の2WAY電源

行う毎に説明させて頂いているお客様以外の方も足を止め、
デモに見入る方や詳しい説明を求められ
る方が多数いらっしゃいました。さらに、
説明させて頂
いたお客様からは、
積荷の重量だけでなく、
輪重・軸重・

「独立した複数台のはかりで構成された計量機によるシ
んでいますが、
ΣF1の開発過程で、

荷の片寄りの計測、
さらには無停止計量まで可能な

ングルシフト運転」によって下基準のはかりを実現する、
という基本となる考え方が確立され、
3台ばかりで構成されるADW-512MTでは、
ポテトチップス60gで210袋／分という世界最
高の能力を達成致しました。
独立はかりを構成するには、
コンパクトなはかりであることがその要件となります。
ΣF1では、

インターパック2005

2005 ＮＥＷ環境展

「ひょう量が小さいはかりで高精度計量がしたい。それでいて計数機能があれば…」
というお客様の

の技術によって、

海外展示会

国内展示会

品番

PDS-200N

PDS-2000N

ひょう量

200g

2000g

目量

0.1g

1g

表示分解能

1／2000

検定

検定なし（取引証明以外用）

独立はかりを構成する手段とし
て「計量2槽式」
を採用した結果、

弊社次世代形トラックスケールに対し、
「すごいですね」
や「トラックスケールでここまでできるようになったか」
と
いったような弊社の技術力に対し感心される事もたび
たびでした。
４日間の開催期間で弊社ブースにご来場されたお
客様数は目標にしていた４００名を越える５００名以上

1つの独立はかりでは16個の計

計数機能
（使用例）

量値を保持でき、精度面でも従
来のはかりに勝る性能を発揮い

に達し、
また、具体的な引き合いや貴重なご意見も多
数戴く事ができ、
非常に有意義な展示会になったと考
えております。

たします。

取締役の職務分掌に関するお知らせ

この展示会で戴いたご意見や情報を今後製品に
反映させていく事をお約束させていただきます。

平成17年6月29日に開催されました株主総会後の取締役会におきまして、以下のとおり取締役の
職務分掌が決定いたしましたのでお知らせいたします。
取締役一覧（平成17年6月29日現在）
代 表 取 締 役： 川 西 勝 三（社長）

2005年4月21日〜27日、
ドイツデュッセルドルフにて＜No. 1 for Systems Processes Solutions＞ をテーマに掲げてインターパック２００５が開催されました。
インターパックは世界最大の包装機械展示会で、
今回は約2,600社が出展し、
世界１０６ヶ
国から176,000人の来場者がありました。
弊 社は< T e c h n o l o g i c a l
Revolution in the Concept
of Multihead Weighers" を
テーマとし、
ホール１５に約３５０m2
のスタンドを構え、
データウェイ、
チェッカ、
ケースパッカーを計１５
台展示し、前回を上回る多数
の来場者を迎えました。
展示器物のなかでも、
の革新的技術を集結した新製
品データウェイΣF1は大きな注目
を集めました。
「１２連ΣF1でポテ
トチップスを２１０WPMで計量」を、
プロのプレゼンターのナレーションを付けて実演しました。
ストロボ撮影による 完璧なプロダクトウィンドウ の映像はお客さまを納得させ、
弊社の技
術を認知していただくことができました。
またメモリタイプ１６連での新しいアルゴリズ
ムによる多品種ミックスは「新しいミックスの提
案」で、
弊社の革新的技術の多様性をアピー
ルしました。
今回は２０社を超える包装機メーカーにデー
タウェイを展示していただき、
「会場の組合せ
はかりはほとんどが
ですね」と言っ
てくださるお客さまがいらっしゃるほどで、弊
社の勢いを見せることができました。
また、
ライン河畔のラインテラスで開催された恒例の
イブニングには２００名近い
お客さまにお越しいただきました。
ドイツのビアホール風にアレンジされた会場で、
川西社長
のサックス、 てんてこ の和太鼓、
ジャズバンドの演奏を楽しんでいただき、
寿司をはじめと
する食事とたっぷりのビールを堪能していただきました。たくさんのお客さまがこのイブニン
グを心待ちにしてくださり、
今回は大森機械工業の大森副社長さま、
Topakの浪江さま、
ベ
ネルクスの代理店テオさまにも出演していただき、
フルート、
ギター、
トロンボーンのすばらしい
演奏を聴かせていただきました。最後は心をひとつにした「一本締め」で
ファミリー
の強い絆を確認し閉会となりました。

常 務 取 締 役： 大 田 孝 雄（総務部長）
常 務 取 締 役： 長谷川栄一（営業統括 兼 普通はかり事業部長）
常 務 取 締 役： 西 出 和 博（産機事業部長 兼 自動機器事業部長 兼 経営企画部長）
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取

締

役： 樋 口

浩（技術全般〈産機事業部、
自動機器事業部、
普通はかり事業部、
技術本部〉担当）

取

締

役： 川 西 央 也（ヤマトハカリ計装（株）社長）

取

締

役： 川 西 能 久（ヤマトコーポレーション社長 兼 ヤマトスケール（ヨーロッパ）
（ 有）代表取締役 兼
ヤマトスケールデータウェイ
（ＵＫ）
（ 株）取締役 兼 ヤマトテックコーポレーション取締役）

3

4

5

製品 特 集

製品特集

ΣF1シリーズ データウェイ
弊社は、
Σシリーズデータウェイに代表される組合せはかりの能力と精度を高めるため、

計数機能付きデジタル式上皿はかり

新発売！
！

PDS-200N/2000N

毎年開催されている環境展が今年

技術開発を継続してまいりました。メモリホッパーを備えた方式やダブルシフト、
トリプルシフト

声のもと、
コンパクトかつお客様自身で重量校正ができる機能を搭載した、
計数機能付デジタル式上皿

も５月２４日から５月２７日の４日間、東京

等の工夫（これらはすべて大和製衡
（株）の特許です ）
も、
その開発の成果です。これら

はかりPDSシリーズを発売致しました。

国際展示場で開催され、大和製衡も

のデータウェイは、
世界の市場の中で確固たる地位を占めるに至っ

グローバルな市場において更なる発展を目指すべく開
ています。新形データウェイΣF1は、
発した画期的な新商品で、
従来の技術開発の方向とは異なる新しい着眼点を見い出し、
新たなコンセプトに基づいて開発いたしました。

産機事業部が総力を上げて販売活

● 商品の計数作業や欠品チェックに

動を展開している「次世代形トラック

● 生産・製造現場での検品・選別など工程内管理に

スケール」を展示致しました。

● 企業や学校法人、個人での取引証明を伴わない計量に

組合せはかりは、
食品産業に代表される業界で定量包装品を生産するために使用され

弊社といたしましては、
環境展への
出展が初めてという事もあり、展示ス

特長

ます。一定重量の品物を組合せはかりから排出し、
包装機（一般的には縦型ピロー包装機
です）
で包装されます。ユーザが求めるのはきちんと包装された品物であって、
はかりの能

機
能

力や精度はそのために必要となる機能です。
きちんと包装された品物とは、
正確な重量で
あること以外に、
袋のシールがミスなく行われることが重要です。すなわち、
はかりの機能だ
けを見て技術開発を行うのではなく、
お客様が使用されるのは計量包装システムであると
考えると、
はかりは包装機に対する供給機として位置づけることができます。そして、
はかり

設
計

に求められるのは「包装機の能力を最大限に生かす」ことであり、
それをどのようにして実
現するのか、
という課題が明確になります。この開発コンセプトを弊社では、
「下基準」
と呼

ペースは２小間と他の展示会と比較し

①1台2役、カウンティング（個数計算）機能
標準搭載

ステンレス皿
（オプション）

て小さいものの、
来場されたお客様に「目
で見て分かりやすい展示」として、新

②いつでもどこでも重量校正が可能

形ロードセル「ＤＣＣ１型」及び「新形

①表示分解能1／2000を実現

ストッパー」の実機展示やラジコンによるデモ計量を行いました。特にラジコンによるデモ計量は、
デモを

②本体重量わずか480gのコンパクトボディー

ACアダプタ
（オプション）

③乾電池（単3×6本・別売）と
ACアダプタ（オプション）の2WAY電源

行う毎に説明させて頂いているお客様以外の方も足を止め、
デモに見入る方や詳しい説明を求められ
る方が多数いらっしゃいました。さらに、
説明させて頂
いたお客様からは、
積荷の重量だけでなく、
輪重・軸重・

「独立した複数台のはかりで構成された計量機によるシ
んでいますが、
ΣF1の開発過程で、

荷の片寄りの計測、
さらには無停止計量まで可能な

ングルシフト運転」によって下基準のはかりを実現する、
という基本となる考え方が確立され、
3台ばかりで構成されるADW-512MTでは、
ポテトチップス60gで210袋／分という世界最
高の能力を達成致しました。
独立はかりを構成するには、
コンパクトなはかりであることがその要件となります。
ΣF1では、

インターパック2005

2005 ＮＥＷ環境展

「ひょう量が小さいはかりで高精度計量がしたい。それでいて計数機能があれば…」
というお客様の

の技術によって、

海外展示会

国内展示会

品番

PDS-200N

PDS-2000N

ひょう量

200g

2000g

目量

0.1g

1g

表示分解能

1／2000

検定

検定なし（取引証明以外用）

独立はかりを構成する手段とし
て「計量2槽式」
を採用した結果、

弊社次世代形トラックスケールに対し、
「すごいですね」
や「トラックスケールでここまでできるようになったか」
と
いったような弊社の技術力に対し感心される事もたび
たびでした。
４日間の開催期間で弊社ブースにご来場されたお
客様数は目標にしていた４００名を越える５００名以上

1つの独立はかりでは16個の計

計数機能
（使用例）

量値を保持でき、精度面でも従
来のはかりに勝る性能を発揮い

に達し、
また、具体的な引き合いや貴重なご意見も多
数戴く事ができ、
非常に有意義な展示会になったと考
えております。

たします。

取締役の職務分掌に関するお知らせ

この展示会で戴いたご意見や情報を今後製品に
反映させていく事をお約束させていただきます。

平成17年6月29日に開催されました株主総会後の取締役会におきまして、以下のとおり取締役の
職務分掌が決定いたしましたのでお知らせいたします。
取締役一覧（平成17年6月29日現在）
代 表 取 締 役： 川 西 勝 三（社長）

2005年4月21日〜27日、
ドイツデュッセルドルフにて＜No. 1 for Systems Processes Solutions＞ をテーマに掲げてインターパック２００５が開催されました。
インターパックは世界最大の包装機械展示会で、
今回は約2,600社が出展し、
世界１０６ヶ
国から176,000人の来場者がありました。
弊 社は< T e c h n o l o g i c a l
Revolution in the Concept
of Multihead Weighers" を
テーマとし、
ホール１５に約３５０m2
のスタンドを構え、
データウェイ、
チェッカ、
ケースパッカーを計１５
台展示し、前回を上回る多数
の来場者を迎えました。
展示器物のなかでも、
の革新的技術を集結した新製
品データウェイΣF1は大きな注目
を集めました。
「１２連ΣF1でポテ
トチップスを２１０WPMで計量」を、
プロのプレゼンターのナレーションを付けて実演しました。
ストロボ撮影による 完璧なプロダクトウィンドウ の映像はお客さまを納得させ、
弊社の技
術を認知していただくことができました。
またメモリタイプ１６連での新しいアルゴリズ
ムによる多品種ミックスは「新しいミックスの提
案」で、
弊社の革新的技術の多様性をアピー
ルしました。
今回は２０社を超える包装機メーカーにデー
タウェイを展示していただき、
「会場の組合せ
はかりはほとんどが
ですね」と言っ
てくださるお客さまがいらっしゃるほどで、弊
社の勢いを見せることができました。
また、
ライン河畔のラインテラスで開催された恒例の
イブニングには２００名近い
お客さまにお越しいただきました。
ドイツのビアホール風にアレンジされた会場で、
川西社長
のサックス、 てんてこ の和太鼓、
ジャズバンドの演奏を楽しんでいただき、
寿司をはじめと
する食事とたっぷりのビールを堪能していただきました。たくさんのお客さまがこのイブニン
グを心待ちにしてくださり、
今回は大森機械工業の大森副社長さま、
Topakの浪江さま、
ベ
ネルクスの代理店テオさまにも出演していただき、
フルート、
ギター、
トロンボーンのすばらしい
演奏を聴かせていただきました。最後は心をひとつにした「一本締め」で
ファミリー
の強い絆を確認し閉会となりました。

常 務 取 締 役： 大 田 孝 雄（総務部長）
常 務 取 締 役： 長谷川栄一（営業統括 兼 普通はかり事業部長）
常 務 取 締 役： 西 出 和 博（産機事業部長 兼 自動機器事業部長 兼 経営企画部長）

2

取

締

役： 樋 口

浩（技術全般〈産機事業部、
自動機器事業部、
普通はかり事業部、
技術本部〉担当）

取

締

役： 川 西 央 也（ヤマトハカリ計装（株）社長）

取

締

役： 川 西 能 久（ヤマトコーポレーション社長 兼 ヤマトスケール（ヨーロッパ）
（ 有）代表取締役 兼
ヤマトスケールデータウェイ
（ＵＫ）
（ 株）取締役 兼 ヤマトテックコーポレーション取締役）

3

4

5

製品 特 集

製品特集

ΣF1シリーズ データウェイ
弊社は、
Σシリーズデータウェイに代表される組合せはかりの能力と精度を高めるため、

計数機能付きデジタル式上皿はかり

新発売！
！

PDS-200N/2000N

毎年開催されている環境展が今年

技術開発を継続してまいりました。メモリホッパーを備えた方式やダブルシフト、
トリプルシフト

声のもと、
コンパクトかつお客様自身で重量校正ができる機能を搭載した、
計数機能付デジタル式上皿

も５月２４日から５月２７日の４日間、東京

等の工夫（これらはすべて大和製衡
（株）の特許です ）
も、
その開発の成果です。これら

はかりPDSシリーズを発売致しました。

国際展示場で開催され、大和製衡も

のデータウェイは、
世界の市場の中で確固たる地位を占めるに至っ

グローバルな市場において更なる発展を目指すべく開
ています。新形データウェイΣF1は、
発した画期的な新商品で、
従来の技術開発の方向とは異なる新しい着眼点を見い出し、
新たなコンセプトに基づいて開発いたしました。

産機事業部が総力を上げて販売活

● 商品の計数作業や欠品チェックに

動を展開している「次世代形トラック

● 生産・製造現場での検品・選別など工程内管理に

スケール」を展示致しました。

● 企業や学校法人、個人での取引証明を伴わない計量に

組合せはかりは、
食品産業に代表される業界で定量包装品を生産するために使用され

弊社といたしましては、
環境展への
出展が初めてという事もあり、展示ス

特長

ます。一定重量の品物を組合せはかりから排出し、
包装機（一般的には縦型ピロー包装機
です）
で包装されます。ユーザが求めるのはきちんと包装された品物であって、
はかりの能

機
能

力や精度はそのために必要となる機能です。
きちんと包装された品物とは、
正確な重量で
あること以外に、
袋のシールがミスなく行われることが重要です。すなわち、
はかりの機能だ
けを見て技術開発を行うのではなく、
お客様が使用されるのは計量包装システムであると
考えると、
はかりは包装機に対する供給機として位置づけることができます。そして、
はかり

設
計

に求められるのは「包装機の能力を最大限に生かす」ことであり、
それをどのようにして実
現するのか、
という課題が明確になります。この開発コンセプトを弊社では、
「下基準」
と呼

ペースは２小間と他の展示会と比較し

①1台2役、カウンティング（個数計算）機能
標準搭載

ステンレス皿
（オプション）

て小さいものの、
来場されたお客様に「目
で見て分かりやすい展示」として、新

②いつでもどこでも重量校正が可能

形ロードセル「ＤＣＣ１型」及び「新形

①表示分解能1／2000を実現

ストッパー」の実機展示やラジコンによるデモ計量を行いました。特にラジコンによるデモ計量は、
デモを

②本体重量わずか480gのコンパクトボディー

ACアダプタ
（オプション）

③乾電池（単3×6本・別売）と
ACアダプタ（オプション）の2WAY電源

行う毎に説明させて頂いているお客様以外の方も足を止め、
デモに見入る方や詳しい説明を求められ
る方が多数いらっしゃいました。さらに、
説明させて頂
いたお客様からは、
積荷の重量だけでなく、
輪重・軸重・

「独立した複数台のはかりで構成された計量機によるシ
んでいますが、
ΣF1の開発過程で、

荷の片寄りの計測、
さらには無停止計量まで可能な

ングルシフト運転」によって下基準のはかりを実現する、
という基本となる考え方が確立され、
3台ばかりで構成されるADW-512MTでは、
ポテトチップス60gで210袋／分という世界最
高の能力を達成致しました。
独立はかりを構成するには、
コンパクトなはかりであることがその要件となります。
ΣF1では、

インターパック2005

2005 ＮＥＷ環境展

「ひょう量が小さいはかりで高精度計量がしたい。それでいて計数機能があれば…」
というお客様の

の技術によって、

海外展示会

国内展示会

品番

PDS-200N

PDS-2000N

ひょう量

200g

2000g

目量

0.1g

1g

表示分解能

1／2000

検定

検定なし（取引証明以外用）

独立はかりを構成する手段とし
て「計量2槽式」
を採用した結果、

弊社次世代形トラックスケールに対し、
「すごいですね」
や「トラックスケールでここまでできるようになったか」
と
いったような弊社の技術力に対し感心される事もたび
たびでした。
４日間の開催期間で弊社ブースにご来場されたお
客様数は目標にしていた４００名を越える５００名以上

1つの独立はかりでは16個の計

計数機能
（使用例）

量値を保持でき、精度面でも従
来のはかりに勝る性能を発揮い

に達し、
また、具体的な引き合いや貴重なご意見も多
数戴く事ができ、
非常に有意義な展示会になったと考
えております。

たします。

取締役の職務分掌に関するお知らせ

この展示会で戴いたご意見や情報を今後製品に
反映させていく事をお約束させていただきます。

平成17年6月29日に開催されました株主総会後の取締役会におきまして、以下のとおり取締役の
職務分掌が決定いたしましたのでお知らせいたします。
取締役一覧（平成17年6月29日現在）
代 表 取 締 役： 川 西 勝 三（社長）

2005年4月21日〜27日、
ドイツデュッセルドルフにて＜No. 1 for Systems Processes Solutions＞ をテーマに掲げてインターパック２００５が開催されました。
インターパックは世界最大の包装機械展示会で、
今回は約2,600社が出展し、
世界１０６ヶ
国から176,000人の来場者がありました。
弊 社は< T e c h n o l o g i c a l
Revolution in the Concept
of Multihead Weighers" を
テーマとし、
ホール１５に約３５０m2
のスタンドを構え、
データウェイ、
チェッカ、
ケースパッカーを計１５
台展示し、前回を上回る多数
の来場者を迎えました。
展示器物のなかでも、
の革新的技術を集結した新製
品データウェイΣF1は大きな注目
を集めました。
「１２連ΣF1でポテ
トチップスを２１０WPMで計量」を、
プロのプレゼンターのナレーションを付けて実演しました。
ストロボ撮影による 完璧なプロダクトウィンドウ の映像はお客さまを納得させ、
弊社の技
術を認知していただくことができました。
またメモリタイプ１６連での新しいアルゴリズ
ムによる多品種ミックスは「新しいミックスの提
案」で、
弊社の革新的技術の多様性をアピー
ルしました。
今回は２０社を超える包装機メーカーにデー
タウェイを展示していただき、
「会場の組合せ
はかりはほとんどが
ですね」と言っ
てくださるお客さまがいらっしゃるほどで、弊
社の勢いを見せることができました。
また、
ライン河畔のラインテラスで開催された恒例の
イブニングには２００名近い
お客さまにお越しいただきました。
ドイツのビアホール風にアレンジされた会場で、
川西社長
のサックス、 てんてこ の和太鼓、
ジャズバンドの演奏を楽しんでいただき、
寿司をはじめと
する食事とたっぷりのビールを堪能していただきました。たくさんのお客さまがこのイブニン
グを心待ちにしてくださり、
今回は大森機械工業の大森副社長さま、
Topakの浪江さま、
ベ
ネルクスの代理店テオさまにも出演していただき、
フルート、
ギター、
トロンボーンのすばらしい
演奏を聴かせていただきました。最後は心をひとつにした「一本締め」で
ファミリー
の強い絆を確認し閉会となりました。

常 務 取 締 役： 大 田 孝 雄（総務部長）
常 務 取 締 役： 長谷川栄一（営業統括 兼 普通はかり事業部長）
常 務 取 締 役： 西 出 和 博（産機事業部長 兼 自動機器事業部長 兼 経営企画部長）

2

取

締

役： 樋 口

浩（技術全般〈産機事業部、
自動機器事業部、
普通はかり事業部、
技術本部〉担当）

取

締

役： 川 西 央 也（ヤマトハカリ計装（株）社長）

取

締

役： 川 西 能 久（ヤマトコーポレーション社長 兼 ヤマトスケール（ヨーロッパ）
（ 有）代表取締役 兼
ヤマトスケールデータウェイ
（ＵＫ）
（ 株）取締役 兼 ヤマトテックコーポレーション取締役）

3

4

5

製品 特 集

製品特集

ΣF1シリーズ データウェイ
弊社は、
Σシリーズデータウェイに代表される組合せはかりの能力と精度を高めるため、

計数機能付きデジタル式上皿はかり

新発売！
！

PDS-200N/2000N

毎年開催されている環境展が今年

技術開発を継続してまいりました。メモリホッパーを備えた方式やダブルシフト、
トリプルシフト

声のもと、
コンパクトかつお客様自身で重量校正ができる機能を搭載した、
計数機能付デジタル式上皿

も５月２４日から５月２７日の４日間、東京

等の工夫（これらはすべて大和製衡
（株）の特許です ）
も、
その開発の成果です。これら

はかりPDSシリーズを発売致しました。

国際展示場で開催され、大和製衡も

のデータウェイは、
世界の市場の中で確固たる地位を占めるに至っ

グローバルな市場において更なる発展を目指すべく開
ています。新形データウェイΣF1は、
発した画期的な新商品で、
従来の技術開発の方向とは異なる新しい着眼点を見い出し、
新たなコンセプトに基づいて開発いたしました。

産機事業部が総力を上げて販売活

● 商品の計数作業や欠品チェックに

動を展開している「次世代形トラック

● 生産・製造現場での検品・選別など工程内管理に

スケール」を展示致しました。

● 企業や学校法人、個人での取引証明を伴わない計量に

組合せはかりは、
食品産業に代表される業界で定量包装品を生産するために使用され

弊社といたしましては、
環境展への
出展が初めてという事もあり、展示ス

特長

ます。一定重量の品物を組合せはかりから排出し、
包装機（一般的には縦型ピロー包装機
です）
で包装されます。ユーザが求めるのはきちんと包装された品物であって、
はかりの能

機
能

力や精度はそのために必要となる機能です。
きちんと包装された品物とは、
正確な重量で
あること以外に、
袋のシールがミスなく行われることが重要です。すなわち、
はかりの機能だ
けを見て技術開発を行うのではなく、
お客様が使用されるのは計量包装システムであると
考えると、
はかりは包装機に対する供給機として位置づけることができます。そして、
はかり

設
計

に求められるのは「包装機の能力を最大限に生かす」ことであり、
それをどのようにして実
現するのか、
という課題が明確になります。この開発コンセプトを弊社では、
「下基準」
と呼

ペースは２小間と他の展示会と比較し

①1台2役、カウンティング（個数計算）機能
標準搭載

ステンレス皿
（オプション）

て小さいものの、
来場されたお客様に「目
で見て分かりやすい展示」として、新

②いつでもどこでも重量校正が可能

形ロードセル「ＤＣＣ１型」及び「新形

①表示分解能1／2000を実現

ストッパー」の実機展示やラジコンによるデモ計量を行いました。特にラジコンによるデモ計量は、
デモを

②本体重量わずか480gのコンパクトボディー

ACアダプタ
（オプション）

③乾電池（単3×6本・別売）と
ACアダプタ（オプション）の2WAY電源

行う毎に説明させて頂いているお客様以外の方も足を止め、
デモに見入る方や詳しい説明を求められ
る方が多数いらっしゃいました。さらに、
説明させて頂
いたお客様からは、
積荷の重量だけでなく、
輪重・軸重・

「独立した複数台のはかりで構成された計量機によるシ
んでいますが、
ΣF1の開発過程で、

荷の片寄りの計測、
さらには無停止計量まで可能な

ングルシフト運転」によって下基準のはかりを実現する、
という基本となる考え方が確立され、
3台ばかりで構成されるADW-512MTでは、
ポテトチップス60gで210袋／分という世界最
高の能力を達成致しました。
独立はかりを構成するには、
コンパクトなはかりであることがその要件となります。
ΣF1では、

インターパック2005

2005 ＮＥＷ環境展

「ひょう量が小さいはかりで高精度計量がしたい。それでいて計数機能があれば…」
というお客様の

の技術によって、

海外展示会

国内展示会

品番

PDS-200N

PDS-2000N

ひょう量

200g

2000g

目量

0.1g

1g

表示分解能

1／2000

検定

検定なし（取引証明以外用）

独立はかりを構成する手段とし
て「計量2槽式」
を採用した結果、

弊社次世代形トラックスケールに対し、
「すごいですね」
や「トラックスケールでここまでできるようになったか」
と
いったような弊社の技術力に対し感心される事もたび
たびでした。
４日間の開催期間で弊社ブースにご来場されたお
客様数は目標にしていた４００名を越える５００名以上

1つの独立はかりでは16個の計

計数機能
（使用例）

量値を保持でき、精度面でも従
来のはかりに勝る性能を発揮い

に達し、
また、具体的な引き合いや貴重なご意見も多
数戴く事ができ、
非常に有意義な展示会になったと考
えております。

たします。

取締役の職務分掌に関するお知らせ

この展示会で戴いたご意見や情報を今後製品に
反映させていく事をお約束させていただきます。

平成17年6月29日に開催されました株主総会後の取締役会におきまして、以下のとおり取締役の
職務分掌が決定いたしましたのでお知らせいたします。
取締役一覧（平成17年6月29日現在）
代 表 取 締 役： 川 西 勝 三（社長）

2005年4月21日〜27日、
ドイツデュッセルドルフにて＜No. 1 for Systems Processes Solutions＞ をテーマに掲げてインターパック２００５が開催されました。
インターパックは世界最大の包装機械展示会で、
今回は約2,600社が出展し、
世界１０６ヶ
国から176,000人の来場者がありました。
弊 社は< T e c h n o l o g i c a l
Revolution in the Concept
of Multihead Weighers" を
テーマとし、
ホール１５に約３５０m2
のスタンドを構え、
データウェイ、
チェッカ、
ケースパッカーを計１５
台展示し、前回を上回る多数
の来場者を迎えました。
展示器物のなかでも、
の革新的技術を集結した新製
品データウェイΣF1は大きな注目
を集めました。
「１２連ΣF1でポテ
トチップスを２１０WPMで計量」を、
プロのプレゼンターのナレーションを付けて実演しました。
ストロボ撮影による 完璧なプロダクトウィンドウ の映像はお客さまを納得させ、
弊社の技
術を認知していただくことができました。
またメモリタイプ１６連での新しいアルゴリズ
ムによる多品種ミックスは「新しいミックスの提
案」で、
弊社の革新的技術の多様性をアピー
ルしました。
今回は２０社を超える包装機メーカーにデー
タウェイを展示していただき、
「会場の組合せ
はかりはほとんどが
ですね」と言っ
てくださるお客さまがいらっしゃるほどで、弊
社の勢いを見せることができました。
また、
ライン河畔のラインテラスで開催された恒例の
イブニングには２００名近い
お客さまにお越しいただきました。
ドイツのビアホール風にアレンジされた会場で、
川西社長
のサックス、 てんてこ の和太鼓、
ジャズバンドの演奏を楽しんでいただき、
寿司をはじめと
する食事とたっぷりのビールを堪能していただきました。たくさんのお客さまがこのイブニン
グを心待ちにしてくださり、
今回は大森機械工業の大森副社長さま、
Topakの浪江さま、
ベ
ネルクスの代理店テオさまにも出演していただき、
フルート、
ギター、
トロンボーンのすばらしい
演奏を聴かせていただきました。最後は心をひとつにした「一本締め」で
ファミリー
の強い絆を確認し閉会となりました。

常 務 取 締 役： 大 田 孝 雄（総務部長）
常 務 取 締 役： 長谷川栄一（営業統括 兼 普通はかり事業部長）
常 務 取 締 役： 西 出 和 博（産機事業部長 兼 自動機器事業部長 兼 経営企画部長）
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取

締

役： 樋 口

浩（技術全般〈産機事業部、
自動機器事業部、
普通はかり事業部、
技術本部〉担当）

取

締

役： 川 西 央 也（ヤマトハカリ計装（株）社長）

取

締

役： 川 西 能 久（ヤマトコーポレーション社長 兼 ヤマトスケール（ヨーロッパ）
（ 有）代表取締役 兼
ヤマトスケールデータウェイ
（ＵＫ）
（ 株）取締役 兼 ヤマトテックコーポレーション取締役）
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4
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製品特集

札幌営業所紹介

東日本支店紹介
東日本支店は、
2005年3月7日に33年間の長きに亘り活動拠点としていました文京区本郷
１丁目の弓町秩父ビルから、
港区浜松町１丁目の住友生命浜松町ビル４Ｆに移転いたしまし
た。フロア・内装・設備等一新し、
デスクも最新のＯＡタイプのものとなり、
オフィス内の環境が

No.

札幌営業所は2005年３月、
新オフイスに移転いたしました。

392

場所は札幌市の中心部、大通公園駅より徒歩５分の便
YAMATO NEWS

利な場所で、
住友生命札幌中央ビルの８階にあります。

2005.7

このビルは東日本支店のある、
住友生命浜松町ビルと同

向上しました。お客様へのアクセスもＪＲ

じ管理会社のため、
よく似た外観の９階建てのビルで、
タワー

浜松町駅より徒歩１分、都営地下鉄大門

パーキングを持っているため、
以前の営業所のような、
冬の

駅より徒歩１分、
東海道新幹線品川駅より

除雪作業がなくなり、
所員は大助かりです。

お客様と大和製衡（株）を結ぶ情報誌
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