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２０１3 年 7 月号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。

第 110 号

現在、供給可能な小物部品を再度紹介させて頂きます。
アウタ−ストッパ−関係（カッコ内寸法：外径 X 内径 X 全長）
DSB-12（7.5X5.9X12）

DSB-65500（6.5X5.0X9.5）

27Q-4（8X6X11）

DWS-2160（9X6.1X11）

DWS-1050（7X5.2X10）

DWS-1060（9.5X6.5X11）

アウタ−トンネル関係
FLP-1（5ｍｍ）

チェ−ンフック
9KY

OYT-1（8X5.5X12）

GVQ-6（7X5.2X12）

ブッシュ
11KY

17KHW

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
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᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯2 ᖺ 10 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ        ➨  ྕ
㸰㸮㸯㸱ᖺᗘ㸿㹊㹊㹍㹒㹃㹁࢝ࢱࣟࢢࡼࡾ⤂ࡋࡲࡍࠋ
㹔㹎ࡼࡾ᪂〇ရ⤂࡛ࡍࠋ
㸦㸧㹔㹎㸫㹐㸵㸱㹒            㸦㸧㹔㹎㸫㹐㸵㸱㹆
ࣆࢫࢺ⏝࣑ࣝ࣎ࢹ            ࣟ㸫ࢻ⏝࢝㸫࣎ࣥ࣎ࢹ
㔜㔞㸸㸱㸴㸮㹥㸦⤌㸧            㔜㔞㸸㸰㸶㸮㹥㸦⤌㸧
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ࢫࢱࣥࢲ㸫ࢻࢫࢱࣝࡢࢶ㸫ࣜࣥࢢࢱࣉ
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᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯2 ᖺ 9 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ        ➨  ྕ
㸰㸮㸯㸱ᖺᗘ㸿㹊㹊㹍㹒㹃㹁࢝ࢱࣟࢢࡼࡾ⤂ࡋࡲࡍࠋ
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᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯2 ᖺ 8 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ        ➨  ྕ
ࢡࣟࣔࣜࣇࣞ㸫࣒⏝ᮦᩱࡢ࢟ࢵࢺ㈍ࢆ㛤ጞࡋࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧㹃㹁㹍㸫㹐㹍㸿㹂 㹄㹐㸿㹋㹃 㹉㹇㹒㸦㹒㹗㹎㹃㸮㸶㸧
ෆᐜ㸸ࣇࣞ㸫࣒ࣃࣉ㸯㸯ᮏࢭࢵࢺࠊࣛࢢࢭࢵࢺࠊ࢚ࣥࢻࢭࢵࢺࠊᑠ≀㒊ရ
ྜィ㸲㸱Ⅼ࡞ࡾࡲࡍࠋ
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ෆᐜ㸸ࣇࣞ㸫࣒ࣃࣉ㸯㸯ᮏࢭࢵࢺࠊࣛࢢࢭࢵࢺࠊ࢚ࣥࢻࢭࢵࢺࠊᑠ≀㒊ရ
ྜィ㸰㸳Ⅼ࡞ࡾࡲࡍࠋ
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᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯2 ᖺ 7 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ        ➨  ྕ
㸦㸧ࣥࢸࢢࣛࣝ⏝ࠗ㹌㹃㹁㹍࠘ࡢ࣊ࢵࢻࢭࢵࢺࡀධⲴࡋࡲࡋࡓࠋ
௨๓ࡣ㹔㹎ࡢ࣊ࢵࢻࢭࢵࢺ࡚౪⤥ࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᅇࡼࡾࠗ㹌㹃㹁㹍࠘〇
ኚ᭦࡞ࡾࡲࡍ
ࣔࢹࣝ㸸㹆㸫㸳㸯㸦࢝ࣥࣃࢧࢬ㸧
ᵝ
࣋ࣜࣥࢢࢧࢬ㸸እᚄ 㹫㹫
ࢫࢸ࣒ࢧࢬ㸸㹫㹫
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᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯2 ᖺ 6 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ        ➨  ྕ
㸦㸧㸿㹊㹊㹍㹒㹃㹁〇ᶆ‽ࣛࢢࢭࢵࢺࡀධⲴࡋࡲࡋࡓࠋ
ᵝࡣࣀ㸫࣐ࣝࢧࢬ⏝࢜ࣂ㸫ࢧࢬ⏝ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㹟ࠋࣀ࣮࣐ࣝࢧࢬᵝ
)       )        %       -$
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᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯2 ᖺ 5 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ        ➨  ྕ
㸦㸧࢘ࢱ㸫ࢫࢺࢵࣃ㸫ࠗ㸰㸵㹏㸫㸲࠘ࡀධⲴࡋࡲࡋࡓࠋ
௨๓࠶ࡾࡲࡋࡓࠗ㸰㸵㹏㸫㸱࠘ࡢ
௦ရ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ᵝࡣእᚄ㸶㹫㹫࡛ෆᚄ㸴㹫㹫࡛ࡍࠋ
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᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯2 ᖺ 4 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ        ➨  ྕ
㸦㸧㹐㹃㹗㹌㹍㹊㹂㹑㸫㸳㸱㸯ࣃࣉࢭࢵࢺ
ྎ‴⏕⏘ࡢࠗ࠘ࡀධᡭྍ⬟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ྲྀࡾᐤࡏࡢⅭࠊ㛫ࡀࡾࡲࡍࡀ㸦⣙㸰ࣨ᭶㸧
࣭࣭࣭
᭱పᩘ㔞ࡣୖ࣭ୗ࣭❧ࣃࣉࡢࢭࢵࢺ࡛㸰㸮⤌௨ୖࡽ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ୖࣃࣉ㸸;;  
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㸦㸰㸧ࣁࣥࢻࣝࣂ㸫㹆㹀㸫㹁㹐㸰㸰ࡀධⲴࡋࡲࡋࡓࠋ
୍㒊Ḟရࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ㸱㸴㸮㹋㹋࣭㸱㸶㸮㹋㹋࣭㸲㸮㸮㹋㹋࣭㸲㸰㸮㹋㹋
ࡀධⲴࡋࡲࡋࡓࠋᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
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㔜㔞㸸㸰㸷㸰㹥㸦㸱㸶㸮㹋㹋ࢧࢬ㸧
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᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯2 ᖺ 3 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ        ➨  ྕ
㸦㸧㹊㹭㹬㹥㹑㹦㹣㹬〇ရ
ࢥࣟࣥࣈࢫ㹋㸿㹖ᵝ࣮࣍ࢡ㒊ရࡢ௳
㸧࣮࣍ࢡ㊊㸸㹊㹁㸫㹂㹎㸲㸰㸮






㸲᭶୰㡭ධⲴணᐃ㸟㸟
ᵝ㸸᪥ᮏྥࡅ≉ูᵝ
㛗㸸㹫㹫 ඛᚄ㸸㹫㹫
⫗ཌ㸸6%7
ᮦ㉁㸸㹁㹐㸫㹋㹍
㔜㔞㸸㸯㸶㸰㹥㸦ᮏ㸧

㸦㸧㹃㹁㹍 㹒㹓㹀㹇㹌㹅ࡢ᪂〇ရ
㹟ࠊ㹑㹒㹐㹍㹌㹅㸫㹊㹇㹅㹆㹒 㹒㹓㹀㹃
ୗࣃࣉ 㹫㹫ࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ
ᵝࡣ㸸 67/ ;; %7  ⣙ 㹥
㹠ࠊ㹁㹐㹋㹍 㹒㹓㹀㹃
ୗࣃࣉ 㹫㹫ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ᵝࡣ㸸 5( ;; %7 
࣊ࢵࢻࣃࣉࡢ࢜ࣂ㸫ࢧࢬࡢᵝࡀኚ᭦࡞ࡾࡲࡍࠋ
⌧⾜ရࡢ 5( ;; ࡀᅾᗜ㝈ࡾ࡞ࡾࡲࡍࠋ
௦ရࡋ࡚ 5( ;; ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ၟရධⲴࡣ  ᭶ึࡵ㡭࡛ࡍࠋ
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᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯2 ᖺ 2 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ        ➨  ྕ
㸦㸯㸧㹊㹭㹬㹥㹑㹦㹣㹬〇ရ 

ἅἿὅἨἋᾜᾐᾧˁಮἭὊἁᢿԼỉˑᴾ
ᵏὸἭὊἁᏅᾉᾛᾒὼᾃᾅὼᾁᾄώᾃᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ˁಮᾉἋἘἲࢲᾉᵐᵓᵌᵒᾼᾼᴾ
ϋᴾ ࠢᴾ ᾉᵒᵐᾼᾼᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵘᵏᵒᵒᾶᴾ
ᴾ ឋᴾ ᾉἁἿἴἼᴾ
ᵐὸἭὊἁឱᾉᾣᾤὼᾓᾟᵑᵗᵎᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ˁಮᾉᴾ
Ꮉҽᾉᵎᵌᵗᵍᵎᵌᵔᵱᵠᵲᴾ
ឋᾉᾒᾡὼᾜᾞᴾ
ᾉᾀᾇᾁᾶίஜὸᴾ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯㸰ᖺ 1 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
㸦㸯㸧ࣆࢫࢺ⏝ࣇࣞ㸫࣒㒊ရ
⌧⾜ࣔࢹࣝࡢ㹇㹕ࢩࣜ㸫ࢬ᪂〇ရࡀⓏሙࡋࡲࡋࡓࠋᗘࡢၟရࡣᕪࡋ㎸ࡳᘧ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࣔࢹࣝྡ㸸IW-NR-10MM & 8MM㸦࢚ࣜࣖࣥࢻ㸧  IW-NF-9MM㸦࣮࣍ࢡ࢚ࣥࢻ㸧ඛᚄ㸸13.5MM
ඛᚄ㸸                   
S/S11.0MM
C/S13.0MM


                 ࣔࢹࣝྡ㸸ࢩ㸫ࢺࢫࢸ࢟ࣕࢵࣉ
       
14MM

㸦2㸧ࢩࣥࢢࣝ࢘ࢱཷࡅࠊ㘫㐀ရ㸦㕲〇㸧
ࣔࢹࣝ㸸511-125-095

㸦3㸧ࢩ㸫ࢺࣆࣥ
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᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯1 ᖺ 12 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
㸦㸯㸧㹃㹔㹃㹐㹃㹑㹒〇ရ
ᖺࡢྎࢧࢡࣝࢩࣙ㸫ࡢ㈨ᩱࢆධᡭࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ⤂ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋ
ᑦࠊၟရࡣ࡚ྲྀࡾᐤࡏ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾Ẽ㍍࠾ၥ࠸ྜࢃࡏୗࡉ࠸ࠋ

ୖグၟရࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯1 ᖺ 11 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
㸦㸯㸧㹃㹔㹃㹐㹃㹑㹒〇ရ
ᖺࡢྎࢧࢡࣝࢩࣙ㸫ࡢ㈨ᩱࢆධᡭࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ⤂ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋ
ᑦࠊၟရࡣ࡚ྲྀࡾᐤࡏ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾Ẽ㍍࠾ၥ࠸ྜࢃࡏୗࡉ࠸ࠋ

ୖグၟရࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯1 ᖺ 10 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
㸦㸯㸧㹃㹔㹃㹐㹃㹑㹒〇ရ
ᖺࡢྎࢧࢡࣝࢩࣙ㸫ࡢ㈨ᩱࢆධᡭࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ⤂ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋ
ᑦࠊၟရࡣ࡚ྲྀࡾᐤࡏ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾Ẽ㍍࠾ၥ࠸ྜࢃࡏୗࡉ࠸ࠋ

ୖグၟရࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯1 ᖺ 9 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
㸦㸯㸧㹃㹔㹃㹐㹃㹑㹒〇ရ
ᖺࡢྎࢧࢡࣝࢩࣙ㸫ࡢ㈨ᩱࢆධᡭࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ⤂ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋ
ᑦࠊၟရࡣ࡚ྲྀࡾᐤࡏ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾Ẽ㍍࠾ၥ࠸ྜࢃࡏୗࡉ࠸ࠋ

ୖグၟရࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯1 ᖺ 8 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
㸦㸯㸧㹃㹔㹃㹐㹃㹑㹒〇ရ
ᖺࡢྎࢧࢡࣝࢩࣙ㸫ࡢ㈨ᩱࢆධᡭࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ⤂ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋ
ᑦࠊၟရࡣ࡚ྲྀࡾᐤࡏ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾Ẽ㍍࠾ၥ࠸ྜࢃࡏୗࡉ࠸ࠋ

ୖグၟရࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯1 ᖺ 7 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
㸦㸯㸧㸿㹊㹊㹍㹒㹃㹁᪂〇ရ
㸰㸮㸯㸯ᖺᗘ࢝ࢱࣟࢢࡼࡾᢤ⢋ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ୖグၟရࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯1 ᖺ 6 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
㸦㸯㸧㸿㹊㹊㹍㹒㹃㹁᪂〇ရ
㸰㸮㸯㸯ᖺᗘ࢝ࢱࣟࢢࡼࡾᢤ⢋ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ୖグၟရࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯1 ᖺ㸳᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
㸦㸯㸧㸿㹊㹊㹍㹒㹃㹁᪂〇ရ
㸰㸮㸯㸯ᖺᗘ࢝ࢱࣟࢢࡼࡾᢤ⢋ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸦㸯㸧㸿㹊㹊㹍㹒㹃㹁᪂〇ရධⲴࡢෆ
☜ㄆぢᮏ⏝ࡋ࡚ୗグࡢၟရࡀධⲴࡋࡲࡋࡓࠋ
ᩘ㔞ࡣᑡ㔞࡛ࡍࡢ࡛࠾᪩࠸┠࠾ၥ࠸ྜࢃࡏୗࡉ࠸ࠋ
㹃㸫㸰㸳 㸭 㹃㸫㸮㸯 㸭 㹃㸫㸰㸴 㸭 㹇㸫㸯㸰㸮㸫㸯 㸭 㹇㸫㸯㸰㸮㸫㸰
௨ୖ㸳Ⅼ࡛ࡍࠋ

ୖグၟရࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯1 ᖺ 4 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
㸦㸯㸧㸿㹊㹊㹍㹒㹃㹁᪂〇ရ
㸰㸮㸯㸯ᖺᗘ࢝ࢱࣟࢢࡼࡾᢤ⢋ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸦2㸧ㄪᩚࣅࢫࡁ࢚ࣜࣖࣥࢻ㸦෭㛫㘫㐀ရ㸧
ࣔࢹࣝྡ㸸㸯㸮㸮㸲㸫㸵㸮
㛤ࡁゅᗘ㸸70 ᗘ
㔜 㔞 㸸⣙ 136㹥

ୖグၟရࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯1 ᖺ 3 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
㸦㸯㸧㸿㹊㹊㹍㹒㹃㹁᪂〇ရ
㸰㸮㸯㸯ᖺᗘ࢝ࢱࣟࢢࡼࡾᢤ⢋ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ୖグၟရࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯1 ᖺ 2 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
㸦㸯㸧㸿㹊㹊㹍㹒㹃㹁᪂〇ရ
㸰㸮㸯㸯ᖺᗘ࢝ࢱࣟࢢࡼࡾᢤ⢋ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ୖグၟရࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯1 ᖺ㸯᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
㸦㸯㸧㸿㹊㹊㹍㹒㹃㹁᪂〇ရ
㸰㸮㸯㸯ᖺᗘ࢝ࢱࣟࢢࡼࡾᢤ⢋ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ୖグၟရࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ        㸰㸮㸯㸮ᖺ㸯㸰᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨㸵 ྕ
㸦㸯㸧㸿㹊㹊㹍㹒㹃㹁᪂〇ရ
㸰㸮㸯㸯ᖺᗘ࢝ࢱࣟࢢࡼࡾᢤ⢋ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ୖグၟရࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com
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⏕⏘୰Ṇࡢෆཬࡧ᪂ࣔࢹࣝࡢ⤂ࠋ
⏕⏘୰Ṇࣔࢹࣝࡢෆࠋ
㸦㹑㹒㹊㸲㸲㸯㸮㸧㸰㸳㸬㸲㹖㸮㸬㸵㸭㸮㸬㸲㸭㸮㸬㸵㹖㸴㸮㸮
㸦㹑㹒㹊㸲㸲㸱㸮㸧㸰㸶㸬㸴㹖㸮㸬㸵㸭㸮㸬㸲㸭㸮㸬㸵㹖㸴㸳㸮
ࡢ㸰Ⅼࡁࡲࡋ࡚⏕⏘ࢆ୰Ṇࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋ
ͤ⏕⏘୰Ṇ⌮⏤ࡣ㔠ᆺຎࡢⅭࠋ
᪂ࣔࢹࣝࡢ⤂ࠋ
㸦㹑㹒㹊㸲㸲㸯㸰㸧㸰㸳㸬㸲㹖㸮㸬㸵㸭㸮㸬㸳㸭㸮㸬㸵㹖㸴㸮㸮
㸦㹑㹒㹊㸲㸲㸱㸰㸧㸰㸶㸬㸴㹖㸮㸬㸵㸭㸮㸬㸳㸭㸮㸬㸵㹖㸴㸳㸮
㸦㹑㹒㹊㸲㸲㸳㸰㸧㸰㸶㸬㸴㹖㸮㸬㸵㸭㸮㸬㸳㸭㸮㸬㸴㸳㹖㸴㸲㸮
ၟရࡢ౪⤥ணᐃࡣ㸱᭶ᮎ㡭࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦2㸧ࢫࢸࣥࣞࢫ〇ᑠ≀㸦᪥ᮏ〇)
࢘ࢱ㸫ࢫࢺࢵࣃ㸫
ࣔࢹࣝ㸸㹆㹉㹀㸫㸳㹕           㹆㹍㹁㸫㸰㸮㸦ෆᚄ 5㹫㹫㸧㸤 㹆㹍㹁㸫㸱㸮㸦ෆᚄ 6㹫㹫㸧
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ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨㸴 ྕ
ࣇࣞ㸫࣒⏝ᑠ≀㒊ရ
ୗࣈࣜࢵࢪ
ࣔࢹࣝ㸸㹒㹌㹀㹀㸫㸰㸱㸬㸲
ᮦ㉁㸸㹑㹓㹋㸰㸰ᮦ ᪥ᮏ〇ࡢษ๐ရ࡛ࡍࠋࣟ㸫ࡅ⏝࡛ࡍࠋ㔜㔞ࡣ⣙㸵㹥

ࢲ࢘ࣥࢧࢨ㹐㹑㸫㹑㹇㹊㸦࢜ࣂ㸫ࢧࢬࡢ࣊ࢵࢻࣃࣉࢫࢱࣥࢲ㸫ࢻࢧࢬࡢ࣊ࢵࢻᑠ≀ࢆ
╔ࡍࡿⅭࡢၟရ࡛ࡍ㸧
ࣔࢹࣝ㸸㹌㹂㹑㸫㸱㸲㸱㸮
ᮦ㉁㸸࣑ࣝᮦ㸦Ⰽࡣࢩࣝࣂ㸫ࣈࣛࢵࢡࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸧㔜㔞ࡣ⣙㸯㸱㹥㸦⤌㸧
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ᑠᚄ㌴⏝࢝㸫࣎ࣥࣇࣞ㸫࣒
ࣔࢹࣝ㸸㹅㹃㹋㹇㹌㹇㸦㸰㸮ࣥࢳᑠᚄ㌴㸧
ᮦ㉁㸸ࣔࣀࢥࢵࢡࣇࣝ࢝㸫࣎ࣥ
ࢧࢬ㸸㸰㸮㹖㸲㸳㸮㹫㹫㸦㸯㸰㸶㸳㹥㸧
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ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
㸰㸮㸯㸮ᗘྎ‴࢝ࢱࣟࢢࡢ㹁㹂㸫㹐㹍㹋ࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ
ෆᐜࡣୗグࡢᵝ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
1㸧㸰㸮㸮㸷㸫㸰㸮㸯㸮㹒㹀㹑࢝ࢱࣟࢢ
2㸧ྎ‴࣓࣮࢝㸫㸸㸿㹊㹃㹖㹐㹇㹋㹑࣭㸿㹊㹆㹍㹌㹅㸿࣭㸿㹊㹊㹍㹒㹃㹁࣭㹁㹆㹍㹑㹃㹌࣭㹂㹌㹎
        㹅㹇㹅㸿㹌㹒㹃㹖࣭㹆㹓㹋㹎㹃㹐㹒࣭㹈㸿㹅㹕㹇㹐㹃࣭㹉㸿㹊㹊㹍㹗࣭㹍㹐㸿
        㹎㹐㹍㹋㸿㹖࣭㹒㸿㹌㹅㹃࣭㹒㹃㹉㹒㹐㹍࣭㹔㹎
        ௨ୖ㸯㸲♫
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ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
᪂〇ရࡢෆ࡛ࡍࠋ
㹖㸫㹒㸿㹑㹗ࣔࢹࣝࡢࣟ㸫ࢻ⏝ࣁࣥࢻࣝࣂ㸫ࡢ⤂࡛ࡍࠋ
ࡓࡘࡳၟ࢜ࣜࢪࢼࣝᵝ࡚⏕⏘ࡋࡲࡋࡓࠋࢪࣗࢽࠊዪᛶࣞ㸫ࢧ㸫⏝᭱㐺࡛ࡍࠋ
ࣔࢹࣝྡ㸸㹆㹀㸫㹁㹐㸰㸰
ࢧࢬ㸸㸱㸴㸮㹋㹋࣭㸱㸶㸮㹋㹋࣭㸲㸮㸮㹋㹋࣭㸲㸰㸮㹋㹋ࡢ㸲ࢧࢬ
ᵝ㸸ᮦ㉁㸿㹊㸴㸮㸴㸯ᮦࡢ㹂㹀㹒ࠊࢻࣟࢵࣉ㸯㸰㸮㹋㹋ࠊࣜ㸫ࢳ㸵㸮㹋㹋
㔜㔞㸸㸰㸷㸰㹥㸦㸱㸶㸮㹋㹋㸧
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ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
᪂〇ရࡢෆ࡛ࡍࠋ
ࣟࢸࢵࢡ〇࣍㸫ࢡ࢚ࣥࢻࡢ⤂࡛ࡍࠋ
࡚ྲྀࡾᐤࡏ࡞ࡾࡲࡍࠋ
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᭶ࡢ᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ࡈཧ⪃ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ         㸰㸮㸮9 ᖺ 8 ᭶ྕ
ࡇࢀࡽࡶẖ᭶᭱᪂ሗࢆ㐃⤡ࡋࡲࡍࡢ࡛ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ         ➨  ྕ
᪂〇ရࡢධⲴෆ࡛ࡍࠋ
1㸧ࣝ࣍ࣥ࢞ࣈࣞ㸫࢟ࠗ㹆㹈㸫㸲㸮㸳㸿㹏࠘
⢝⟽ධࡾ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
๓ᚋࢭࢵࢺ࡛ࡢ㈍࡛ࡍࠋ
ࢹ࣓ࣥࢩࣙࣥ㸸㸳㸲㸬㸳㹫㹫㹼㸵㸴㸬㸳㹫㹫
㔜㔞㸸㸰㸮㸱㹥
ࢡࢵࢡࣞࣜ㸫ࢬࢱࣉ࡛ࡍࠋ

2㸧ࢻࢵࢢࢹࢨࣥࡢࣈࣞ㸫࢟࢘ࢱ㸫ࠋ
ࢧࢬࡣእᚄ㸳㹫㹫ࠋ
㛗ࡉࡣ㸯㸮㹫࡛ࡍࠋ

ୖグၟရࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡣୗグ㐃⤡ඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

᭷㝈♫ࡓࡘࡳၟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ᕴ ⩏ಙ
㜰ᗓᐩ⏣ᯘᕷᖹ⏫㸯┠㸲㸰㸱㸵㸫㸯
TEL㸸0721-25-6926 FAX㸸0721-25-6927
E-MAIL㸸mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

ߩᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢߏෳ⠨ߦߒߡਅߐ         ޕ㧞㧜㧜9 ᐕ 7 ภ
ߎࠇ߆ࠄ߽Ფᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ  ╙         ޕภ
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࿁ߪࡠࠬࠝ࠻ࡢ࠶ࠢࠬࡔ㧙ࠞ㧙ߩޕߔߢޢࠢ࠶࠹ࡠࠕޡ
1㧕ᮡḰࠨࠗ࠭ߩࠣ࠶࠻ߢߔޕ

⸥ຠߩ߅วࠊߖߪਅ⸥ㅪ⛊వ߹ߢ߅㗿ߒ߹ߔޕ
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ߎࠇ߆ࠄ߽Ფᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ  ╙         ޕภ
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࿁ߪࡠࠬࠝ࠻ࡢ࠶ࠢࠬࡔ㧙ࠞ㧙ߩޕߔߢޢࠢ࠶࠹ࡠࠕޡ
1㧕ࠝࡃ㧙ࠨࠗ࠭ߩࡂࡦࠟ㧙ߢߔޕ

1㧕㨄㧙㨀㧭㧿㨅ࡂࡦ࠼࡞ࠬ࠹ࡓޕ
ࡕ࠺࡞㧦㧼㧵㧾㧭㧺㧴㧭㧙㧟㧝㧚㧤
 ᭽㧦᧚⾰㧭㧸㧙㧞㧜㧝㧠᧚
ⷺ ᐲ㧦㧤㧜ᐲ
㐳 ߐ㧦㧤㧜㨙㨙㧥㧜㨙㨙㧝㧜㧜㨙㨙㧝㧝㧜㨙㨙㧝㧞㧜㨙㨙㧔㧡ࠨࠗ࠭㧕
ขࠅઃߌኸᴺ㧦
ࡂࡦ࠼࡞ࠨࠗ࠭㧦㧟㧝㧚㧤㨙㨙㧞㧢㧚㧜㧜㨙㨙㧔ࠪࡓߢኻᔕ㧕
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ࠨࠗ࠭ߪ㧞㧠㧚㧜㨄㧜㧚㧤㧛㧜㧢㨄㧠㧞㧜
㊀㊂ߪ㧦㧝㧢㧤㨓㧔㧝ᧄ㧕
ᒻ⁁ߪ㧦㧾㧻㨁㧺㧰࠲ࠗࡊ㧔㧿㨀㧸㧠㧢㧡㧜㧕ߣ㧻㨂㧭㧸࠲ࠗࡊ㧔㧿㨀㧸㧠㧢㧡㧞㧕߇ࠅ߹ߔޕ

㧔2㧕ࡎࠢࠛࡦ࠼
ࡕ࠺࡞㧦㧢㧡㧜㧜㨄

⸥ຠߩ߅วࠊߖߪਅ⸥ㅪ⛊వ߹ߢ߅㗿ߒ߹ߔޕ

㒢ળ␠ߚߟߺળ ઍข✦ᓎ Ꮟ ⟵ା
ᄢ㒋ᐭን↰ᨋᏒᐔ↸㧝ৼ⋡㧠㧞㧟㧣㧙㧝
TEL㧦0721-25-6926 FAX㧦0721-25-6927
E-MAIL㧦mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

ߩᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢߏෳ⠨ߦߒߡਅߐ         ޕ㧞㧜㧜8 ᐕ 4 ภ
ߎࠇ߆ࠄ߽Ფᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ  ╙         ޕภ
2008 ᐕบർࠨࠗࠢ࡞࡚ࠪ㧙ᖱႎ
వᣣ㧝㧟ᣣ㨪㧝㧢ᣣߩᣣ⒟ߢ㐿ߐࠇ߹ߒߚޡบർ࿖㓙ࠨࠗࠢ࡞࡚ࠪ㧙ߥޘ⦡ߡߦޢຠ߇ዷߒߡ
߅ࠅ߹ߒߚޕ
࿁ߪ㧸㧱㧰ࠗ࠻ౝ⤳ߩࡍ࠳࡞ࠍ⚫ߐߖߡ㗂߈߹ߔޕ
ଔᩰ╬ߩ⚦ߪࠨࡦࡊ࡞ຠ߇⩄ߒ߹ߒߚࠄႎ๔ߐߖߡ㗂߈߹ߔޕ

⸥ຠߩ߅วࠊߖߪਅ⸥ㅪ⛊వ߹ߢ߅㗿ߒ߹ߔޕ

㒢ળ␠ߚߟߺળ ઍข✦ᓎ Ꮟ ⟵ା
ᄢ㒋ᐭን↰ᨋᏒᐔ↸㧝ৼ⋡㧠㧞㧟㧣㧙㧝
TEL㧦0721-25-6926 FAX㧦0721-25-6927
E-MAIL㧦mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

ߩᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢߏෳ⠨ߦߒߡਅߐ         ޕ㧞㧜㧜8 ᐕ 3 ภ
ߎࠇ߆ࠄ߽Ფᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ  ╙         ޕภ
ຠ⩄ᖱႎ 㧒 ຠ⚫
ࡈ㧙ࡓ↪ዊ‛ࠍ⚫ߒ߹ߔޕ
㧔1㧕ࠕ࠙࠲㧙ࠬ࠻࠶ࡄ㧙
ࡕ࠺࡞㧦㨀㧝㧝㧙㧝㧜㧠㧾㧞㧞
ᵈᗧ㧦㧭㧢㧙㧠㧾㧝㧥㧚㧡ߩᐶ߇ήߊߥࠅ߹ߒߚߩߢޔᰴ࿁⩄ಽ߆ࠄߎߩຠߦߥࠅ߹ߔޕ

㧔㧞㧕ࡎࠢࠛࡦ࠼
ࡕ࠺࡞㧦㧢㧡㧜㧜㧙㨄
ᵈᗧ㧦ຠߪᚻ㈩ਛߦઃ߈ࠄߚߒ߹ߒ⩄ޔౣᐲ⚫ߐߖߡ㗂߈߹ߔޕ
ߎߩ౮⌀ߪࠞ࠲ࡠࠣ߆ࠄォ↪ߒ߹ߒߚޕ
㧔㧟㧕ࡋ࠶࠼ࡄࠗࡊ
ࠨࠗ࠭㧦㧟㧣㧚㧜㨄㧝㧚㧡㨄㧢㧡㧜
ࠝࡃ㧙ࠨࠗ࠭↪ߩࡋ࠶࠼ࡄࠗࡊ߇⩄ߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ

⸥ຠߩ߅วࠊߖߪਅ⸥ㅪ⛊వ߹ߢ߅㗿ߒ߹ߔޕ

㒢ળ␠ߚߟߺળ ઍข✦ᓎ Ꮟ ⟵ା
ᄢ㒋ᐭን↰ᨋᏒᐔ↸㧝ৼ⋡㧠㧞㧟㧣㧙㧝
TEL㧦0721-25-6926 FAX㧦0721-25-6927
E-MAIL㧦mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

ߩᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢߏෳ⠨ߦߒߡਅߐ         ޕ㧞㧜㧜8 ᐕ 2 ภ
ߎࠇ߆ࠄ߽Ფᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ  ╙         ޕภ
ຠ⩄ᖱႎ 㧒 ຠ⚫
ࡈ㧙ࡓ↪ዊ‛ࠍ⚫ߒ߹ߔޕ
    ࠞࡦ࠴บᐳ㧦㧯㧸㧮㧮              ࡏ࠻࡞ࡏࠬ㧦㧷㧺㧙㧜㧟㧷㧞

 ࠕ࠙࠲㧙࠻ࡦࡀ࡞㧦㧷㧴㧙㧲㧸㧙㧡   㧷㧴㧙㧻㨅㨀㧙㧝       ࡃ㧙บᐳ㧦㧿㧼㧮㧸

             ਣࡂࡦࠟ㧙㧔㨀㧵㧳↪㧕㧦㧱㧿㧙㧼㧿㧰㧠㧜㨄㧢㧤

⸥ຠߩ߅วࠊߖߪਅ⸥ㅪ⛊వ߹ߢ߅㗿ߒ߹ߔޕ

㒢ળ␠ߚߟߺળ ઍข✦ᓎ Ꮟ ⟵ା
ᄢ㒋ᐭን↰ᨋᏒᐔ↸㧝ৼ⋡㧠㧞㧟㧣㧙㧝
TEL㧦0721-25-6926 FAX㧦0721-25-6927
E-MAIL㧦mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

ߩᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢߏෳ⠨ߦߒߡਅߐ         ޕ㧞㧜㧜8 ᐕ 1 ภ
ߎࠇ߆ࠄ߽Ფᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ  ╙         ޕภ
ຠ⩄ᖱႎ 㧒 ຠ⚫
㨄㧙㨀㧭㧿㨅ࡕ࠺࡞ߩ⚫ߒ߹ߔޕ
࿁ߪᧄߩߺ⩄ߒ߹ߒߚޕ

⸥ຠߩ߅วࠊߖߪਅ⸥ㅪ⛊వ߹ߢ߅㗿ߒ߹ߔޕ

㒢ળ␠ߚߟߺળ ઍข✦ᓎ Ꮟ ⟵ା
ᄢ㒋ᐭን↰ᨋᏒᐔ↸㧝ৼ⋡㧠㧞㧟㧣㧙㧝
TEL㧦0721-25-6926 FAX㧦0721-25-6927
E-MAIL㧦mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

ߩᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢߏෳ⠨ߦߒߡਅߐ         ޕ㧞㧜㧜7 ᐕ 12 ภ
ߎࠇ߆ࠄ߽Ფᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ  ╙         ޕภ
ຠ⩄ᖱႎ 㧒 ຠ⚫
㧔1㧕ࡁࡃ࠹࠶ࠢ឵↪ࡏ࠺ࠖߩઙ
ࠞࡦࡄ↪ࡏ࠺ࠖߢߔޕ
࿁㧝㧜ߩߺ⩄ߒ߹ߒߚޕ

㧔2㧕㨄㧙㧿㨀㧭㨅ࡍ࠳࡞㧔㧹㨀㧮↪࠳࠙ࡦࡅ࡞↪㧕

⸥ຠߩ߅วࠊߖߪਅ⸥ㅪ⛊వ߹ߢ߅㗿ߒ߹ߔޕ

㒢ળ␠ߚߟߺળ ઍข✦ᓎ Ꮟ ⟵ା
ᄢ㒋ᐭን↰ᨋᏒᐔ↸㧝ৼ⋡㧠㧞㧟㧣㧙㧝
TEL㧦0721-25-6926 FAX㧦0721-25-6927
E-MAIL㧦mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

ߩᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢߏෳ⠨ߦߒߡਅߐ         ޕ㧞㧜㧜7 ᐕ 11 ภ
ߎࠇ߆ࠄ߽Ფᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ  ╙         ޕภ
ຠ⩄ᖱႎ 㧒 ຠ⚫
㧔1㧕ࠕ࡞ࡒࠞࡦ࠴บᐳߩઙ
ࠪ㧙࠻ࠬ࠹ࠗ↪ߩࠞࡦ࠴บᐳߢߔޕ
᧚⾰㧦
ࡏ࠺ࠗ㧙㧦㧭㧸㧣㧜㧜㧡᧚
ࡏ  ࠬ㧦㧯㧾㧹㧻᧚
㊀㊂㧦㧝㧤㨓

㧔2㧕࠴ࠚ㧙ࡦࠬ࠹ࠗࡊࡠ࠹ࠢ࠲㧙㧔ࠞࡏࡦࠞ㧙㧕

㧔3㧕࠴ࠚ㧙ࡦࠬ࠹ࠗࠧࡓᏪ㧔ᣣᧄ㧕
ᣣᧄߩ࠴ࠚ㧙ࡦࠬ࠹ࠗ⼔↪ߢߔ࠷ޕ㧙ࡦࠣゞߦࠃߊ↪ߐࠇߡࠆຠߢߔޕ
ߎߩຠߪฃᵈ↢↥ߦߥࠅ߹ߔߩߢޔ㧝ࡠ࠶࠻߇㧡㧜㧜ᧄ߆ࠄߩᚻ㈩ߦߥࠅ߹ߔޕ

⸥ຠߩ߅วࠊߖߪਅ⸥ㅪ⛊వ߹ߢ߅㗿ߒ߹ߔޕ

㒢ળ␠ߚߟߺળ ઍข✦ᓎ Ꮟ ⟵ା
ᄢ㒋ᐭን↰ᨋᏒᐔ↸㧝ৼ⋡㧠㧞㧟㧣㧙㧝
TEL㧦0721-25-6926 FAX㧦0721-25-6927
E-MAIL㧦mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

ߩᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢߏෳ⠨ߦߒߡਅߐ         ޕ㧞㧜㧜7 ᐕ 10 ภ
ߎࠇ߆ࠄ߽Ფᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ  ╙         ޕภ
ຠ⩄ᖱႎ 㧒 ຠ⚫
㧔1㧕㧮㧭㧸㧸㧵㧿㨀㧵㧯㧹㨀㧮ࡎࠢޡ㧹㨀-611-㧾㧯㨃ߩޢઙ
㧮㧭㧸㧸㧵㧿㨀㧵㧯ࠃࠅࠕ࡞ࡒࡌ㧙ࠬߩࠞࡏࡦࡎ㧙ࠢ߇⽼ᄁߐࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕ
࿁ᧄ߇⩄ߒ߹ߒߚߩߢ⚫ߐߖߡ㗂߈߹ߔޕ
ࡌ㧙ࠬߪࠕ࡞ࡒߩ࡙࠾ࠢ࠙ࡦ࠲ࠗࡊߢᄖߦࠞ㧙ࡏࡦࠍࠦ㧙࠹ࡦࠣߒߡᒝᐲࠕ࠶ࡊߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ
㊀㊂ߪ⚂㧣㧠㧜㨓ߢߔޕ
᭽ߪࠕ࡞ࡒࠬ࠹ࡓ㧔㧞㧤㧚㧢㧹㧹㧕ࡉࠢࠬࠖ࠺ޔ㧙ࠠบᐳઃ߈㧔ࠗࡦ࠲㧙࠽࡚ࠪ࠽࡞㧕

⸥ຠߩ߅วࠊߖߪਅ⸥ㅪ⛊వ߹ߢ߅㗿ߒ߹ߔޕ

㒢ળ␠ߚߟߺળ ઍข✦ᓎ Ꮟ ⟵ା
ᄢ㒋ᐭን↰ᨋᏒᐔ↸㧝ৼ⋡㧠㧞㧟㧣㧙㧝
TEL㧦0721-25-6926 FAX㧦0721-25-6927
E-MAIL㧦mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

ߩᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢߏෳ⠨ߦߒߡਅߐ         ޕ㧞㧜㧜7 ᐕ 9 ภ
ߎࠇ߆ࠄ߽Ფᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ  ╙         ޕภ
ຠ⩄ᖱႎ 㧒 ຠ⚫
㧶㧻㨅㨀㧱㧯㧔㧺㧻㨂㧭㨀㧱㧯㧕ࡂࡉߩઙ
࿁ࡔ㧙ࠞ㧙߆ࠄߩㅪ⛊ߦࠃࠅ߹ߒߡᦨૐᵈᢥࡠ࠶࠻߇ฦࡕ࠺࡞㧟㧜એߦߥࠅ߹ߒߚޕ
ᓥ߹ߒߡᑷ␠ߣߒ߹ߒߡߪਅ⸥ߩ᭽ߦኻᔕߒߚߣᕁ߹ߔߩߢߩ⏕ߏޔ⒟ቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔޕ
ਅ⸥ߩຠߩߺᑷ␠ߦߡᐶࠍᜬߜ߹ߒߡኻᔕߔࠆ੍ቯߢߔޕ
ዏޔଔᩰߦߟ߈߹ߒߡߪߏᵈᢥᢙ߇ฦࡕ࠺࡞㧥એਅߩ႐วߣ㧝㧜એߩ႐วߣߩ㧞㊀ଔᩰߦߡኻᔕ
ߒߡⴕ߈߹ߔޕ㧔ଔᩰߦઃ߈߹ߒߡߪㅜⓍᦠࠍߐߖߡ㗂߈߹ߔߩߢߏㅪ⛊ࠍ߅㗿ߒ߹ߔ㧕
㧔1㧕ᑷ␠ߦߡᐶኻᔕߔࠆຠ㧦
㨍ޕ㧭㧝㧢㧡㧿㧮㨀 㧟㧞㧴 ࠪ࡞ࡃ㧙
㨎ޕ㧭㧝㧢㧡㧿㧮㨀 㧟㧢㧴 ࠪ࡞ࡃ㧙
㨏ޕ㧭㧝㧢㧢㧿㧮㨀 㧟㧞㧴 ࠪ࡞ࡃ㧙
㨐ޕ㧭㧝㧢㧢㧿㧮㨀 㧟㧢㧴 ࠪ࡞ࡃ㧙
㧔2㧕ขࠅነߖຠ㧦
⸥એᄖߩຠߪฦ㧟㧜એߢߩᚻ㈩ߦߥࠅ߹ߔޕ
ᵈᗧ㧦ขᛒຠߩᄌᦝ߇ߞߚ႐วߪㅜㅪ⛊ߐߖߡ㗂߈߹ߔޕ

⸥ຠߩ߅วࠊߖߪਅ⸥ㅪ⛊వ߹ߢ߅㗿ߒ߹ߔޕ

㒢ળ␠ߚߟߺળ ઍข✦ᓎ Ꮟ ⟵ା
ᄢ㒋ᐭን↰ᨋᏒᐔ↸㧝ৼ⋡㧠㧞㧟㧣㧙㧝
TEL㧦0721-25-6926 FAX㧦0721-25-6927
E-MAIL㧦mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

ߩᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢߏෳ⠨ߦߒߡਅߐ         ޕ㧞㧜㧜7 ᐕ 8 ภ
ߎࠇ߆ࠄ߽Ფᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ  ╙         ޕภ
ຠ⩄ᖱႎ 㧒 ຠ⚫
2007-2008 ᐕᐲ TBS ߩ CD-ROM ࠞ࠲ࡠࠣ߇᧪߹ߒߚޕ
࿁ߩ㍳ౝኈߪਅ⸥ߩ᭽ߦߥߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
ࡌ㧙ࠬ㧦2007-2008TBS
㍳ࡔ㧙ࠞ㧙
(1)ALHONGA
(2)ECO
(3)EQUINOX
(4)HUMPERT(X-TASY)
(5)JOYTEC
(6)NOVATEC
(7)KALLOY
(8)KINLIN
(9)TAILOU
(10)TEKTRO
(11)VP
(12)EVO
(13)DYNAMIC
એ㧝㧟ࡉࡦ࠼ߢߔޕ

ㅊિ㧦ᧄߩ TBS 㩀㩊㩥㩂㩨߽ 1 ౠߩߺᐶࠅ߹ߔޕ
ଔᩰߪㅍᢱㄟߺߢ㩯5000 ߢߔޕ

⸥ຠߩ߅วࠊߖߪਅ⸥ㅪ⛊వ߹ߢ߅㗿ߒ߹ߔޕ

㒢ળ␠ߚߟߺળ ઍข✦ᓎ Ꮟ ⟵ା
ᄢ㒋ᐭን↰ᨋᏒᐔ↸㧝ৼ⋡㧠㧞㧟㧣㧙㧝
TEL㧦0721-25-6926 FAX㧦0721-25-6927
E-MAIL㧦mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

ߩᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢߏෳ⠨ߦߒߡਅߐ         ޕ㧞㧜㧜7 ᐕ 7 ภ
ߎࠇ߆ࠄ߽Ფᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔ  ╙         ޕภ
ຠ⩄ᖱႎ 㧒 ຠ⚫
㨄㧾㧙㧟㧜㧜߇ᧄߢ⩄ߒ߹ߒߚޕ
࿁㧟㧞㧴ߢ㧤ᧄ㧞㧤㧴ߢ㧤ᧄߩߺ⩄ߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ
ዋ㊂ߢߔ߇ቱߒߊ߅㗿ߒ߹ߔޕ

ࡠࠬ࠻ࡢ࠶ࠢࠬࡇࠬ࠻ࠛࡦ࠼
ࡕ࠺࡞㧦㧻㧴㧰㧼㧜㧜㧢
㊀㊂㧦168㨓㧔⚵㧕
ߎߩຠߪขࠅነߖߦߥࠅ߹ߔޕ
ޡ㧹㧭㨄㨃㧭㨅ߩޢೞශ߇ߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ

⸥ຠߩ߅วࠊߖߪਅ⸥ㅪ⛊వ߹ߢ߅㗿ߒ߹ߔޕ

㒢ળ␠ߚߟߺળ ઍข✦ᓎ Ꮟ ⟵ା
ᄢ㒋ᐭን↰ᨋᏒᐔ↸㧝ৼ⋡㧠㧞㧟㧣㧙㧝
TEL㧦0721-25-6926 FAX㧦0721-25-6927
E-MAIL㧦mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

ߩᦨᣂᖱႎࠍㅪ⛊ߒ߹ߔߩߢߏෳ⠨ߦߒߡਅߐ         ޕ㧞㧜㧜7 ᐕ 6 ภ
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今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。

２００6 年 12 月号

新製品情報
クイックシャフト

（1）Ｔ２０１／Ｔ２０２
シャフトとレバ−がチタン製で重量が約６６ｇ（組）です。

（2）ＮＢＦ３０１／ＮＢＲ３０２
シャフトが中空のクロモリ材。レバ−はカ−ボン製です。重量は約７０ｇ（組）です。

（3）ＮＦ５０１／ＮＲ５０２
シャフトが中空のクロモリ材。レバ−はアルミ製です。重量は約８８ｇ（組）です。

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

第 31 号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。

２００6 年 11 月号

新製品情報
中ラグ（日本製）
（1）モデル：ＫＭ１−ＦＵ
日本製の中ラグです。
1.2ＭＭの板を加工して製作しております。

カーボンコ−ティングホ−ク
（1）モデル：ＸＬ−７６１ＲＣＷ

（2）モデル：ＭＴ−６１１−ＲＣＷ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

第 30 号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。

２００6 年 10 月号

新製品入荷情報
カ−ボンホ−ク
（1）モデル：ＴＲ-7811
以前紹介しました、商品ですがやっと入荷しましたので宜しくお願いします。
仕様：
ステム：グラスハイバ−製
肩・爪：アルミ製
足

：カ−ボン

重量

：500ｇ

（２）リッチリヤエンド
やっとリッチエンド 62 度が入荷しました。
今回はダボ付きになっております。

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

第 29 号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。

２００6 年 9 月号

台湾製部品
（1）モデル：B-1168
アルミ製ディスク台座付きモデル
材質はＡ−７００５です。
重量は 194g です。
開き角度が 70 度ありますので、クロス
バイク用になります。

（２）モデル：CA-002 19MM / 22MM
クロモリ製のシ−トピンです。
サイズは内寸法で 19ＭＭと 22ＭＭがあります

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

第 28 号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。

２００6 年 8 月号
第 27 号

２００７年度ＴＢＳカタログ
２００７年度のＴＢＳカタログ（ＣＤ−ＲＯＭ版）が完成しました。
今回のカタログ（ＣＤ−ＲＯＭ）は２００６−２００７ＴＢＳカタログの完全版ＰＤＦファイルと
弊社から入手可能な台湾メ−カ−のカタログをプラスしました。
今後の資料としてぜひ１枚如何ですか？手元にあれば役立つと思います。
（１） 掲載内容：
2006-2007TBS 全ペ−ジ
ALHONGA・A-PRO・ECO・EVO・JOYTECH・KALLOY・KINILIN・NOVATEC
SNG・TAILOU・TRIGON・VP・YOZU・HUMPERT(X-TASY)
以上 14 社

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。

２００6 年 7 月号
第 26 号

カーボンホ−ク『ＴＲ−７８１１』
インテグラルヘッド用の新型カーボンホ−クです。
この商品の特徴はステムの材料にカ−ボン製を使用せずに『グラスファイバ−』を使用しております。
ホ−ククラウンとエンド部分はアルミ製を使用しまして重量は約５００ｇになっております。
只今予約受付中ですので宜しくお願いします。
商品の入荷予定は７月中頃を予定しております。

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。

２００6 年 6 月号

Ｘ−ＴＡＳＹ製ハンドルステム『ＳＷＥＬＬ−３１８』
Ｘ−ＴＡＳＹの新型ロ−ド用ハンドルステムです。
仕様はハンドルクランプ部分は３１．８ＭＭと２５．４ＭＭ（シムにて対応）です。
ホ−クステム部分は２８．６ＭＭと２５．４ＭＭ（シムにて対応）です。
突き出し寸法は８０ＭＭ・１００ＭＭ・１２０ＭＭの３サイズ
色はブラックとシルバ−になります。
材質はＡＬ２０１４

Ｔ６処理 重量は２３０ｇ（突き出し１００ＭＭ）

追伸：先日ご紹介しましたカ−ボンホ−クで７００Ｃ用の『ＣＡＲＶＥ−ＰＲＯ』とクロス用の
『ＴＳ−２０１』が入荷しましたので宜しくお願いします。

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

第 25 号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。

２００6 年 4 月号

ＮＯＶＡＴＥＣ製ハブ
トラック用ハブセットです。
ラ−ジサイズでシャフトが中空になっております。スポ−ク孔は３２Ｈと３６Ｈがあります。
後ろハブには子ギヤが付きます。
弊社在庫はスポ−ク孔が３６Ｈで子ギヤは１３Ｔと１５Ｔになります。
モデル：Ａ１６６ＳＢＴ

色 ：シルバ−

＆

ブラック

重 量：２３５ｇ
モデル：Ａ１６５ＳＢＴ

色
重

：シルバ−＆ブラック
量：１８６ｇ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

第 24 号

２００6 年 3 月号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。

第 23 号

台湾ミニチュア自転車
今年の台北サイクルショ−で見つけて来ました。お店のディスプレイ用に如何でしょうか？
モデル：ＬＨ−００１５

モデル：ＬＨ−００２０

モデル：ＬＨ−００２２Ａ

モデル：ＬＨ−００２９

モデル：ＬＨ−００２１

モデル：ＬＨ−００２３

モデル：ＬＨ−００１８

モデル：ＬＨ−００２２

モデル：ＬＨ−００２８

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。

２００6 年 3 月号
第 22 号

台湾ミニチュア自転車
今年の台北サイクルショ−で見つけて来ました。
お店のディスプレイ用に如何でしょうか？
モデル：ＬＨ−００５６

モデル：ＬＨ−００５８

この商品はライタ−になっております。
ＬＨ−００５６の方はハンドル・フレ−ムが折畳めます。またペダルを回すとサドルが上下します。
色は：グリ−ン・レッド・
ＬＨ−００５８の色はブル−になります。
モデル：ＬＨ−００２４

モデル：ＬＨ−００１７

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。

２００6 年２月号
第 21 号

クロスバイク用カ−ボンホ−ク

７００Ｃ用カ−ボンホ−ク

モデル：ＴＳ−２０１

モデル：ＴＲ−７８５

ステム：28.6MMＸ250MM(アルミ製)

ステム：28.6MMX250MM(アルミ製)

肩

：インテグラル(カンパサイズ)アルミ製

肩

：インテグラル(カンパサイズ)アルミ製

足

：カ−ボン製

足

：カーボン製

エンド：アルミ製

エンド：アルミ製

重量

重量 ：６００ｇ

：７２０ｇ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。

２００6 年 1 月号

モノコックカ−ボンホ−ク：ＣＡＲＶＥ−ＰＲＯ
モデル：ＣＡＲＶＥ−ＰＲＯ
ステム：28.6MMＸ250MM(カ−ボン製)
肩

：インテグラル(カンパサイズ)

足

：カ−ボン製

エンド：アルミ製
重量

：３４０ｇ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

第 20 号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
2006 年度『ＢＡＬＬＩＳＴＩＣ』『ＤＯＭＩＮＡＴＯＲ』新製品

２００5 年 11 月号
第 19 号

今回は２６インチＭＴＢ用ロックアウト機構付きモデルと小径車用サスペンションホ−クを紹介します。

モデル：ＸＬ−７６１ＳＣＲ

モデル：ＴＫ−８２０ＥＸ

サイズ：２６インチ用

サイズ：２０インチ用

トラベル：９０ＭＭ

トラベル：３０ＭＭ

シルテム：ＭＣＵ＋スプリング ロックアウト機構付き

システム：ＭＣＵ＋スプリング

材質：一体成型マグネシウム製

材質：一体成型アルミ製

ステム：アルミ製２８．６ＭＭ

ステム：クロモリ製２５．４ＭＭ

重量：１．７５ｋｇ

重量：１．２ｋｇ

注意：デカ−ルは『ＢＡＬＬＩＳＴＩＣ』になります。

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
2005-2006 年度台湾部品カタログ

２００5 年 10 月号
第 18 号

『ＴａｉｗａｎＢｉｃｙｃｌｅＳｏｕｒｃｅ』の編集が終了しました。
今回はＣＤ−ＲＯＭにＰＤＦファイルにて編集しております、
カタログペ−ジは約１５００ペ−ジになっております。
価格は￥１０５０（送料・消費税込み）で販売しますので宜しくお願いします。

このカタログに掲載しております商品に付きましては輸入不可の商品も有りますので、
ご希望の商品が有りましたら下記アドレス・ＦＡＸにてお問い合わせ下さい。
各メ−カ−に問い合わせの上、回答させて頂きます。
注意：このカタログを見る為にはＰＤＦファイルを閲覧するソフトが必要です。

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

２００5 年 9 月号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
カーボンホ−ク

第 17 号

『TRULYE』新型カ−ボンホ−クの見本が入荷しましたので紹介させて頂きます。
今回は見本のみ入荷しましたので、量産品は今しばらく時間がかかります。
もしお急ぎでしたらご連絡下さい。
モデル：Ａ６７０Ｎ

モデル：Ａ６４５Ｎ

モデル：Ａ６１５Ｎ

仕様：
ステム：AL25.4Ｘ250

ステム：AL25.4X250

ステム：AL25.4X250

肩形状：ﾉ-ﾏﾙﾀｲﾌﾟ

肩形状：ﾉ-ﾏﾙﾀｲﾌﾟ

肩形状：ﾉ-ﾏﾙﾀｲﾌﾟ

ｵﾌｾｯﾄ ：43MM

ｵﾌｾｯﾄ ：43MM

ｵﾌｾｯﾄ ：45MM

重量

重量

重量

：442g

：550g

：675g

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
ロストワックスピストエンドセット

２００5 年 8 月号

台湾製のピストエンドセットです。
ロストワックスですが形状はプレスエンドの形状です。
モデル：ＩＷ−ＥＮＤ

仕様：ホ−クエンド
リヤエンド

ＳＥＴ

エンド幅 8ＭＭ と 9ＭＭがあります
エンド幅 8ＭＭ と 10ＭＭがあります。

スチ−ルフレ−ム用部品

モデル：ＪＳＢ0
2

モデル：ＪＳ-Ｐ0
7
8

上ブリッヂ

ディスクブレ−キ台座

重量：34ｇ

重量：38ｇ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

第 16 号

２００5 年 8 月号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
エイショ−製ロストワックスラグセット

第 15 号−Ｒ１

先月ご紹介させて頂きましたが一部間違いがありましたので再度ご紹介させて頂きます。
先月分（第１５号）は破棄して下さい。
エイショ-製です。納期は通常 1 週間で発送可能です。専用シ−トピンもあります。（ＴＴＭ−１７ＭＭ）
モデル：ＥＳ７７０１

ＥＳ７７０２

上ヘッドラグ

下ヘッドラグ

ＥＳ７７０４

シ−トラグ

パイプ：31.8Ｘ25.4

パイプ：31.8X28.6

パイプ：28.6Ｘ28.6

角

度：73 度 30

角

度：60 度

角 度：74 度 30

重

量：21ｇ

重

量：26ｇ

重 量：47ｇ

モデル：ＥＳ７７０４

ＴＴＭ−１７

ボトムブラケット

シ−トピン

パイプ：28.6Ｘ28.6Ｘ22.2

重量：9ｇ

重

量：178ｇ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
ＡＬＬＯＴＥＣ製ロストワックスラグセット

２００5 年７月号
第 14 号

台湾のメ−カ−『ＡＬＬＯＴＥＣ』のロストワックスのラグを紹介させて頂きます。
価格はＬＯＮＧＳＨＥＮより安いです。
弊社としましては在庫して供給を予定しております。（一部取り寄せになります）
宜しくお願いします。
モデル：Ｆ０１

Ｆ０２

上ヘッドラグ

下ヘッドラグ

Ｊ０１

ボトムブラケット

パイプ：31.8Ｘ25.4

パイプ：31.8X28.6

パイプ：28.6Ｘ28.6Ｘ22.2

角

度：70 度 30

角

度：61 度 30

角

重

量：25ｇ

重

量：25ｇ

重 量：145ｇ

度：

モデル：Ｂ15
シ−トラグ
パイプ：28.6
重

量：32ｇ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

２００5 年 6 月号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
ＴＲＵＬＹＥカーボンホ−ク

第 13 号

弊社オリジナルカーボンホ−クの生産開始しました。
注意：この商品は取り寄せになりますので、納期がかかりますので宜しくお願いします。

モデル：Ｔ−２２０５

Ｔ−２２０６

Ｔ−２２０４

仕様：モノコック

仕様：モノコック

仕様：モノコック

フルカ−ボン

フルカ−ボン

フルカ−ボン

重量：３５０ｇ

重量：３５０ｇ

重量：３５０ｇ

ステム：２８．６ＭＭ

ステム：２８．６ＭＭ

ステム：２８．６ＭＭ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
ＴＲＵＬＹＥカーボンホ−ク

２００5 年６月号
第 12 号

弊社オリジナルカ−ボンホ−クの生産開始しました。
注意：この商品は取り寄せになりますので、納期がかかりますので宜しくお願いします。

モデル：Ｔ−２２０３

Ｔ−２２０２

Ｔ−２２０１

仕様：モノコック

仕様：モノコック

仕様：モノコック

フルカ−ボン

フルカ−ボン

フルカ−ボン

重量：３９５ｇ

重量：３４０ｇ

重量：４１０ｇ

ステム：２８．６ＭＭ

ステム：２８．６ＭＭ

ステム：２８．６ＭＭ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
２００5 年５月号
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
第 1１号
（1）ピスト用カーボンホ−ク
（2）ＭＴＢ用クロモリホ−ク
モデル：Ｆ１３−ＴＲ

モデル：ＣＷＩ３２６３−Ｆ２

仕様：

仕様：

ステム：CR-MO(25.4X250)

ステム：クロモリ(28.6X250)

アルミ(28.6X250)

ユニクラウンタイプ

カーボン(28.6X250)

鍛造エンド、ダボ付き

インテグラル(46MM)
クラウン：アルミ

オフセット：４５MM
重量：８８０ｇ

エンド：アルミ
オフセット：38MM
重量：
ステムクロモリ：６９５ｇ
ステムアルミ ：６１５ｇ
ステムカ−ボン：５３５ｇ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
ＴＡＮＧＥカーボンホ−ク

２００5 年 4 月号

あの『ＴＡＮＧＥ』ブランドが台湾で生産開始しました。
今年の台北サイクルショ−にて発表されました商品を紹介しますので宜しくお願いします。
尚、詳細等に付きましては別途ご連絡下さい。

モデル：Ｔ−２３０３

Ｔ−２３０４

仕様：フルアルミクロス用

仕様：フルアルミトレッキング用

ユニクラウンタイプ

ディスクブレ−キ用

クロモリステム

クロモリステム

重量：７００ｇ

重量：８００ｇ

ステム：２８．６ＭＭ

ステム：２８．６ＭＭ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

第 10 号

２００5 年 4 月号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
ＴＡＮＧＥカーボンホ−ク

第9号

あの『ＴＡＮＧＥ』ブランドが台湾で生産開始しました。
今年の台北サイクルショ−にて発表されました商品を紹介しますので宜しくお願いします。
尚、詳細等に付きましては別途ご連絡下さい。

モデル：Ｔ−２１０３

Ｔ−２３０１

Ｔ−２３０２

仕様：フルアルミロード用

仕様：フルアルミロ−ド用

仕様：フルアルミクロス用

Ｄ型ホ−ク足

クロモリステム

クロモリステム

重量：４７０ｇ

重量：６００ｇ

重量：７００ｇ

ステム：２８．６ＭＭ

ステム：２８．６ＭＭ

ステム：２８．６ＭＭ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
ＴＡＮＧＥカーボンホ−ク

２００5 年 3 月号
第８号

あの『ＴＡＮＧＥ』ブランドが台湾で生産開始しました。
今年の台北サイクルショ−にて発表されました商品を紹介しますので宜しくお願いします。
尚、詳細等に付きましては別途ご連絡下さい。

モデル：Ｔ−２２０５

Ｔ−２２０６

Ｔ−２１０４

Ｔ−２１０５

仕様：モノコック

仕様：モノコック

仕様：

仕様：

フルカ−ボン

フルカ−ボン

アルミステム＆クラウン

アルミステム＆クラウン

重量：３５０ｇ

重量：３５０ｇ

重量：３００ｇ

重量：４６０ｇ

ステム：２８．６ＭＭ

ステム：２８．６ＭＭ

ステム：２８．６ＭＭ

ステム：２８．６ＭＭ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
ＴＡＮＧＥカーボンホ−ク

２００5 年 3 月号
第７号

あの『ＴＡＮＧＥ』ブランドが台湾で生産開始しました。
今年の台北サイクルショ−にて発表されました商品を紹介しますので宜しくお願いします。
尚、詳細等に付きましては別途ご連絡下さい。

モデル：Ｔ−２２０３

Ｔ−２２０２

Ｔ−２２０１

Ｔ−２２０４

仕様：モノコック

仕様：モノコック

仕様：モノコック

仕様：モノコック

フルカ−ボン

フルカ−ボン

フルカ−ボン

フルカ−ボン

重量：３９５ｇ

重量：３４０ｇ

重量：４１０ｇ

重量：３５０ｇ

ステム：２８．６ＭＭ

ステム：２８．６ＭＭ

ステム：２８．６ＭＭ

ステム：２８．６ＭＭ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
（１）競技用クロモリＳＥＡＴ−ＴＵＢＥ

２００5 年 2 月号
第6号

モデル：ＥＣＯ−１４５４
仕様：28.6Ｘ0.9/0.65Ｘ650

ＢＴ＝170

競技用フレ−ム専用のシ−トパイプを作りました。
現在競技中にサドルが動くという問題が発生しております。
その原因の一つとしましてシ−トパイプの内径とシ−トポストの外径との差が大きすぎる場合が
あります。
そこで、この２７．２ＭＭシ−トピラ−専用のシートパイプを作成しました。
このパイプは内径が２７．３ＭＭになりますのでシ−トポストとの差が０．１ＭＭとなります。
また、ＢＴ寸法（０．９ＭＭの寸法）を１７０ＭＭにしておりますので、ロ−ドフレ−ムの場合
のＦメカ取り付け位置まで厚肉があります。又、強度的にもかなり強くなります。
全長寸法を６５０ＭＭにしておりますので、パイプの切断位置及び切断方法によって色々な使用方法
が取れると思います。
今までのフレ−ムと違ったイメ−ジに仕上がると思います。
ぜひ一度使って下さい。

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
（１）ECO STROMG-LIGHT TUBING SET

２００5 年 1 月号

仕様：熱処理パイプです。
T/TUBE (STL4410)25.4X0.7/0.4/0.7X600
(STL4411)25.4X0.8/0.5/0.8X600
D/TUBE(STL4430)28.6X0.7/0.4/0.7X650
(STL4431)28.6X0.8/0.5/0.8X650
(STL4435)31.8X0.8/0.5/0.8X650
S/TUBE(STL4430)28.6X0.7/0.4/0.7X650
(STL4451)28.6X0.8/0.5/0.8X610
H/TUBE(RE1401)31.8X1.0X200
S/STAY(4500)14X0.6X600 ｻｷ 11.0
C/STAY(4550)22.2X0.6(PG)X420 ｻｷ 12.7 CW-3
(4552)22.2X0.6(PG)X420 ｻｷ 12.7 CW-2
（２）TAIWAN

TANGE TUBING SET

仕様：強度的にはむかしの『PRESTIGE』と同等品です。
ULTIMATE T/TUBE 28.6X0.65/0.45/0.65X590
ULTIMATE D/TUBE 31.8X0.65/0.45/0.65X640
ULTIMATE D/TUBE 38.1X0.65/0.45/0.65X640
PRESTIGE T/TUBE 28.6X0.7/0.4/0.7X650
PRESTIGE D/TUBE 31.8X0.7/0.4/0.7X650
PRESTIGE D/TUBE 34.9X0.8/0.5/0.8X650
供給開始予定は２月中頃を予定しております。
只今予約を受け付けておりますので、宜しくお願いします。
上記サイズ以外でもご希望が有れば『熱処理』を行いますのでご連絡下さい。

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

第5号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
（１）DEDACCIAI-FORCE TUBING SET

２００４年 12 月号

仕様：
T/TUBE 31.3/40X1.4/1.0/1.4X600
D/TUBE 35.5/49.3X1.9/1.0/1.4X670
S/TUBE 31.7X2.25/1.0/1.6X620
S/STAY 19X1.0X560
C/STAY 25/17X1.6/0.9/1.2X410

（２）COLUMBUS-ZONAL TUBING

SET

仕様：
T/TUBE 30/40X1.5/1.0/1.4X610
D/TUBE 35/50X2.2/1.0/1.4X670
S/TUBE 31.7X2.25/1.0/1.7X610
S/STAY 19X1.0X560
C/STAY 25.4X1.4/0.8/1.0X410

（３）ETC

TUBING SET

上記以外の商品も取り寄せ出来ますので何なりお問い合わせ下さい。
もちろんクロモリパイプも入手可能です。
『REYNOLDS-520』クロモリパイプに付きましては来月紹介させて頂きます。
最新情報としましてクロモリ熱処理パイプも来月紹介しますので、今しばらくお待ち下さい。

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

第4号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
（１）アルミピストＲ／ＥＮＤ ＴＲＡＣＫ−３

２００４年 11 月号

仕様：角度が６９°です。
材質はＡ−６０６１Ｔ−６処理済。
ハブナットが当たる位置にステンレス板の補強があり
ます。
板厚は８ＭＭあります。
専用のチェ−ン引きも有ります。
重量は：１０６ｇ（組）
（２）カーボンリム用ニップル回し
モデル：ＷＨ−００８用
仕様：重量６１ｇ
ニップルサイズは約４．７ＭＭの六角です。
ＣＰ仕上げ
取り寄せになります。

（３）アルミフレ−ム用小物
上段左から
モデル：
シフト台座２００Ｙ（重量：３ｇ）
シフト台座２５０Ｙ（重量：３ｇ）
下段左からアウタ−ストッパ−
モデル：
Ａ６−４Ｒ１９．５／Ｒ１１

重量：３ｇ

０９５Ｙ−ＢＬＡＣＫ（Ｃ／ＳＴＡＹ用）重量：３ｇ

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

第3号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
（１）鍛造Ｒ／ＥＮＤ LK-1035

２００４年 10 月号

仕様：角度が６９°の１サイズのみになります。
この商品は取り寄せになりますので時間がかかります。
尚、在庫のみですので在庫切れの場合はご了承願いま
す。

（２）クロモリフレ−ム用カーボンバックセット

クロスバイク用

モデル：ＳＳＣ−９１１（シ−トステイ）
ＣＳＣ−９２１（チェ−ンステイ）
仕様：クロモリジョイントパイプによりクロモリ
フレ−ムのカ−ボンバック仕様が可能になりました。
アルミジョイントも有ります。
この商品は取り寄せになります。
重量は：ＳＳＣ−９１１（約２００ｇ）
ＣＳＣ−９２１（約１５０ｇ）
（３）アルミフレ−ム用カーボンバックセット

ロードバイク用

モデル：ＳＳＣ−９０４（シ−トステイ）
ＣＳＣ−９０３（チェ−ンステイ）
仕様：アルミジョイントパイプによりアルミフレ−ム
のカ−ボンバック仕様になります。
クロモリジョイントパイプも有ります。
この商品は取り寄せになります。
重量は：ＳＳＣ−９０４（約１２０ｇ）
ＣＳＣ−９０３（約１２０ｇ）

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

第2号

今月の最新情報を連絡しますのでご参考にして下さい。
これからも毎月最新情報を連絡しますので宜しくお願いします。
（１）鍛造Ｒ／ＥＮＤ（リッチモデル）

２００４年９月号

仕様：角度が５３°６２°７４°の３サイズあります。

（２）クロモリインテグラル用ヘッドパイプセット
モデル：ＳＩＨ
仕様：カンパ用サイズになっております。
上わん用と下わん用をロ−付けしますので、サイズ
を自由に調整が出来ます。
また、このサイズ用のヘット小物もあります。
モデルはＶＰ−Ａ４６ＡＣＭになります。

（３）Ｆメカ直付け台座
モデル：Ｃ−１３４
仕様：エベレスト製のロストワックスで出来たＦメカ
直付け台座です。
サイズは３１．８ＭＭのみです。

上記商品のお問い合わせは下記連絡先までお願いします。

有限会社たつみ商会 代表取締役 巽 義信
大阪府富田林市平町１丁目４２３７−１
TEL：0721-25-6926 FAX：0721-25-6927
E-MAIL：mail@tatsumi-shokai.com
URL http://www.tatsumi-shokai.com

第１号

