
2010年の新日鉄グループの動きを振り返ります。
開発案件等はプレスリリース日を基準に掲載しています。

1

12月
2 0 0 9

新チタン 合 金「 S u p e r -
TIX®PLUS」がダンロップ

「新・ゼクシオ」に採用

21日
新日鉄化学㈱が東都化成㈱
エポキシ樹脂事業の統合を
発表

21日

右図提供：ITER 機構
左図提供：（独）日本原子力研究開発機構

ベトナムで設計・施工技術を
初めて示した『鋼矢板設計 
施工マニュアル』を策定

4日
新日鉄エンジニアリング㈱が

「ゼロ・エミッション・ビル」
の建設を発表

4日
マレーシアの電気亜鉛めっ
き鋼 板 製 造 会 社 E-Galv 
Steel へ出資

日鉄住金建材㈱の新型遮
音壁が第二京浜道路に採
用

9日8日

西山将士選手が柔道・東ア
ジア競技大会（90kg 級）で 
優勝

12日
高橋和彦選手が柔道・グラン
ドスラム東京 2009（100kg
超級）で優勝

13日

高耐候性建築用鋼材「COR-
TEN®」製造・販売 50 周年

「第 20 回新日鉄音楽賞」の
受賞者を決定

22日

24日
釜石製鉄所　石炭火力発電
所で林地残材のバイオマス
利用を発表

4日
新日鉄エンジニアリング㈱が
国際熱核融合実験炉（イー
ター）超伝導コイル用導体
の製造を開始

14日

1月
2 0 1 0

北九州エコエナジー㈱がア
スベストに関する処理業許可
を取得

28日
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新日鉄と㈱テノックスが共同
開発した拡大根固め杭工法

（TN–X 工法）で杭径φ1,400
の同工法が国内初採用

21日
大分製鉄所の「鐵心太鼓」
が初の東京公演

23日
ベトナムの Pre-Engineered 
Building 事業会社 PEBSB
に出資

25日

新日鉄ソリューションズ㈱と
デジタル・アース㈱が資本提
携

27日

ハイチ大地震災害に義捐金

26日

新日鉄と日鉄鋼管㈱が中国
に鋼管事業会社「無錫日鉄
汽車配件有限公司」設立を
決定

27日

松菱金属工業㈱と新三光製
線㈱の合併に合意。東日本
地区の特殊鋼棒線二次加工
事業のさらなる基盤強化を図
る

4日
名古屋製鉄所での高アルカリ
水の漏出について発表

8日
上海のBNA（宝鋼新日鉄自
動車鋼板有限公司）で溶融亜
鉛めっき鋼板設備が新規稼
働

9日
千葉県立現代産業科学館で
の鉄の展示会に協力

4〜3月14日

3月

新日鉄とタタスチールが、イ
ンドで自動車用冷延鋼板を
製造・販売する合弁事業の
実施方針を固める

28日
「新日鉄グループの平成 23 年
度中期経営計画」を発表

28日

新日鉄と日本電工㈱が戦略
的提携に合意

10日
本 田 技 研 工 業 ㈱ 殿 より

「2010 年優良感謝賞（品質
部門）」を受賞

15日
新日鉄とJFE スチール㈱が
半製品の相互供給について
合意

26日
「平成 21年度発明改善表彰
社長賞」を授与

1日

国内最大の設計基準強度の
高強度鋼管杭が初採用

19日

高耐食性鋼管「マリロイ ®
鋼管」が船舶のバラスト管
に本格採用

3日
マレーシアの鋼板製造事業会
社 Yung Kong Galvanising 
Industries Berhad への出資
を決定

5日
日鉄住金鋼板㈱が金属サン
ドイッチパネルを累計 4000
万㎡出荷

9日
橋の架け替えに新メタル橋

「角太橋®」の採用増加

10日
「回転炉床式還元炉による製
鉄ダスト類リサイクルプロセス
の開発」で第 56 回大河内賞

「大河内記念生産賞」を受賞

12日

2月
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新日鉄ソリューションズ㈱が 
◦クラウド上の全社システム
　開発基盤「NSSDCクラウ 
　ド」本格利用を開始
◦独自の中・小規模 DWH 
　パッケージ・ソリューション
　の販売を開始

21日
新日鉄ソリューションズ㈱が
通信事業者向け次世代型運
用支援システムの提供を開始

23日

新日鉄化学㈱が新規 UV・
熱硬化性樹脂材料「エスドリ
マー」を開発

23日
㈱日鉄技術情報センターが日
英対訳『日本－その姿と心－』
第９版を発行

25日
新日鉄ソリューションズ㈱が
都内に新データセンターの建
設を決定

28日
高橋和彦選手が全日本柔道
選手権大会（100kg 超級）
で初優勝

29日

インドの自動車用冷延鋼板
合弁事業についてタタスチー
ルと基本条件に関する覚書
を締結

6日
業界初の環境報告書賞「優
秀賞」を受賞

7日

堺ブレイザーズが V・プレミ
アリーグで準優勝

11日
富士重工業㈱殿より「2010
年開発貢献賞」を受賞

14日
広畑製鉄所が完全連続冷延
鋼板製造ライン（F.I.P.L）で 
月産日本新記録達成

15日

インドネシアの自動車用鋼管
事業 INP の増資・能力増強
を決定

30日

新日鉄ソリューションズ㈱
が新たなクラウドサービス

「NSAppBASE for EC サイ
ト」を提供開始

11日

4月

入社式で宗岡社長が新入社
員 213 名にメッセージ

1日
「コンクリート中詰め合成セグ
メント」が道路トンネル分野
で初採用

16日

君津製鉄所高炉改修と名古
屋製鉄所コークス炉新設によ
る鉄源競争力強化

1日

インドネシアのブリキ製造会
社ラティヌサ社で初の株主総
会を実施

24日

電磁鋼板の二次加工拠点と
して日鉄電磁㈱が発足

1日

㈱新日鉄都市開発が大阪
駅北地区先行開発区域プロ
ジェクトに着手

31日

高級鋼の製造対応力を強化。
君津製鉄所製鋼脱ガス設備
が本格稼働

2日

日鉄海運㈱と新和海運㈱
が合併契約を締結（10 月 1
日に NS ユナイテッド海運
㈱発足）

20日
新日鉄化学㈱が
◦日本発の新技術を発信する
「マイクロ波化学共同研究
講座」を設置

◦機械状態監視診断技術者
（トライボロジー）資格認定
訓練コースを開催

17日
『建設用資材ハンドブック』
（通称：赤本）を全面改訂。
e-book 版も制作

17日

5月
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6月

新日鉄のスチールハウスが累
計１万棟を突破

9日

新日鉄ソリューションズ㈱が
市場リスク管理ソリューション
を充実

2日

新日鉄ソリューションズ㈱が
高精度データマイニングツー
ル「SLFD」の日本販売を開
始

9日

君津製鉄所が鋼材出荷量 
3億トンを達成

19日

㈱新日鉄都市開発が神田淡
路町で最新鋭オフィスビル開
発事業に着手

2日

新日鉄ソリューションズ㈱
が地球環境に配慮した衛星
データ解析用システムを国立
環境研究所に納入

21日

最高強度の建築用 UO 鋼管
が高層オフィスに初採用

10日

海の森プロジェクトが「いき
ものにぎわい企業活動コンテ
スト」で経団連自然保護協議
会会長賞を受賞

31日

「第 1 回安全衛生小集団活
動発表大会」を本社で開催

8日

君津製鉄所がコークス累計
生産量１億５千万トンを達成

14日

高橋和彦選手が柔道・グラ
ンドスラム・リオデジャネイロ
大会（100kg 超級）で優勝

23日

日鉄住金建材㈱が「鋼製ス
リットえん堤」の販売に注力

31日

君津製鉄所の来訪者数 150
万人達成

22日
君津・大分・室蘭で発電設
備の大規模増強・更新。製
鉄所エネルギー構造の体質
を強化

21日

新日鉄グループ環境パンフ
レットを発行

28日
新日鉄と㈱神戸製鋼所が製
鉄ダスト活用による還元鉄生
産・利用の共同事業を推進

25日
原油タンカー用高耐食性厚
鋼板「NSGP®-1」累計出荷
量 1万トンを達成

28日

新日鉄化学㈱が世界初、金
属ナノ粒子を均一分散したポ
リマーナノコンポジット材料を
開発

2日
新日鉄が全日本実業柔道団
体対抗大会で10 年ぶりに優
勝

6日

㈱新日鉄都市開発
横浜市で過去最大級の大
規模マンション建替えプロ
ジェクト「横濱紅葉坂レジ
デンス」が本格始動

10日
「コークス炉壁煉瓦補修用熱
間計測・予測技術の発明」
が全国発明表彰で「文部科
学大臣発明賞」を受賞

18日
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宗岡社長がブラジル・ウジミ
ナス社を訪問

30日〜9月1日

日鉄商事㈱が東証一部上場
記念「感謝の集い」を開催

20日

豪州フォックスリー炭鉱の権
益を取得

5日
タイの冷 延 鋼 板メーカー
SUS がタイ総理大臣賞を６
年連続で受賞

17日

永田橋（東京）に橋梁用高降
伏点鋼板「SBHS」が JIS 化
後初採用

24日
吉永慎也選手が全日本実業
柔道個人選手権大会（90kg
級）で優勝

29日
かずさマジック、新日鉄広畑
硬式野球部が「第 81回都市
対抗野球大会」本大会に出
場

29日

藻場造成製品「ビバリー®」
シリーズが全漁連の製品安全
確認認証を取得

3日

「ハイパービーム®」の市販構
造計算プログラムへのサイズ
組み込みを実現

25日

君津製鉄所本館が日経ニュー
オフィス賞を受賞

4日

9月

薄板軽量形構造の普及展開
の新事業拠点　NS ハイパー
ツ㈱を設立

1日
ベトナムに鋼管杭・鋼管矢
板 生 産販売会社「Nippon 
Steel Pipe Vietnam Co., 
Ltd.（NPV）」を設立

5日

新日鉄住金ステンレス㈱が
Sn（錫）添加による世界初
の画期的ステンレス鋼「FW
シリーズ」を開発

22日
豪州ブルースコープ社と建材
用表面処理鋼板分野におけ
るグローバル長期提携契約
締結

28日
新日鉄が太平工業㈱の株式
取得、連結子会社化の方針
を発表

28日

8月

「第 20 回新日鉄音楽賞」贈
呈式・受賞記念コンサートを
開催

9日

7月

君津製鉄所のめっき鋼管製
品のめっき不着量不足によ
り、対象製品の出荷を停止

1日

紀尾井シンフォニエッタ東京
が新日鉄とPOSCO の戦略
的提携 10 周年を記念して韓
国公演を開催　

15・17日

岡田外務大臣（当時）が上
海 BNA（宝鋼新日鉄自動
車鋼板有限公司）を視察

27日

新日鉄住金ステンレス㈱が
二相系ステンレス鋼の生産・
供給を強化

23日

「戦略特許発明表彰」金賞
および特別賞を 29 名に授
与

7日

NSSC FW1 14Cr

写真提供：㈱荏原製作所
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インドネシア・ラティヌサ社が
競争力向上投資を推進

ブラジルの自動車用亜鉛めっ
き鋼板製造会社・ウニガル
が営業運転開始10周年

20日17日

堺ブレイザーズが 10 周年記
念セレモニーを開催

11〜12日
『アニュアルレポート2010』
を発行

10日
毎日小学生新聞主催の「銀
河教室 2010 ～宇宙飛行士
と語ろう」に協賛

16日

新日鉄・新日鉄マテリアル
ズ㈱・㈱日鉄マイクロメタル
が新型銅ボンディングワイヤ

（EX1）の量産体制を確立

21日
『環境・社会報告書― Sus-
tainability Report －2010』
を発行

1日
日鉄住金建材㈱が台湾で
土木建材製品等の製造・販
売合弁会社設立に合意

1日

テルニウム社とメキシコでの
自動車用溶融亜鉛めっき鋼
板製造・販売合弁会社「テニ
ガル」設立契約を締結

5日
回転圧入鋼管杭「NS エコ
パイル®」工法が道路橋基礎
工事に初の本格採用

13日

㈳日本水道協会より、君津
製鉄所鋼管工場（鍛接管）
の検査の一次停止処分を受
ける

15日

10月

インドで新たに自動二輪・四
輪用電縫鋼管の製造・販売
体制を構築

19日

「新日鉄グループ第６回もの
づくり現場力向上 JK 大会」
を開催

10日

第 37 回社会人野球日本選
手権大会に広畑硬式野球
部、かずさマジック、室蘭
シャークスが出場

30日〜11月1日

日鉄住金建材㈱と小松川鋼
機㈱が軽量形鋼事業を再
編。小松川鋼機の形量形鋼
の営業商権を日鉄住金建材
に譲渡

14日

新日鉄グループがモザンビー
ク原料炭開発プロジェクトを
推進

27日

大径鋼管を用いた「TN-X 工
法」が国内初となる施工深
度 70mまでの技術評定を取
得

29日
㈱日鉄技術情報センターが

『日本―その姿と心－』第９
版 日中対照版を発行

30日

日鉄住金建材㈱のガードパ
イプ「Gp-N」がグッドデザ
イン賞を受賞

7日

オーストラリア・ローブリバー
JVが鉄鉱石累計出荷量10
億トンを達成

21日

広畑・八百奈央子さんが全国
障害者技能競技大会（データ
ベース部門）で優勝

16日

世界鉄鋼協会「第 44 回年
次総会」（東京大会）が開催
される

2〜6日
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新日鉄のチタン材を使用した
浅草寺本堂の本瓦葺き屋根
が完成

24日

「エココート®-S」が航続距離
延長型電気自動車シボレー
VOLT の燃料タンク用素材
に採用

1日

新日鉄と伊藤忠丸紅鉄鋼
㈱がナイジェリアの冷延鋼
板製造・販売会社への出資
に合意

6日
新日鉄グループが「エコプロ
ダクツ 2010」に出展

9〜11日
「平成 22 年度コンプライアン
スセミナー」を開催

6日

国内最高レベルの設計強度
700N/mm² の建設用プレス
ベンド鋼管が東京スカイツ
リー®ゲイン塔に採用

16日
「ジャイロプレス工法®」の道路
擁壁への適用が本格化

14日
日鉄住金建材㈱、日鉄商事
㈱、江蘇国強鍍鋅実業有限
公司が、中国で建材加工の
合弁会社設立に合意

22日

「高変形能」UO 鋼管がロシ
ア・ガスプロム社のパイプラ
インに約 2 万トン採用

10日
西山将士選手が柔道・グラン
ドスラム東京2010（90kg級）
で優勝

12日

プレスベンドメーカーの西村
工機㈱を子会社化

30日

「第６回技能トライアスロン
大会」を広畑製鉄所で開催

11日
ウジミナス社拡張投資計画の
見直しを発表

13日

新日鉄ソリューションズ㈱
が導入した、（独）国立環境研
究所衛星データ研究解析
用システム が Green500 
Top10 にランクイン

24日
新日鉄エンジニアリング㈱が

「中国国際グリーン産業博覧
会」に出展

モンゴル国大統領が君津製
鉄所ご来訪

24〜27日

25日
釜石製鉄所が林地残材バイ
オマス資源の本格利用を開
始

25日

8日

12月

環境対応型の黒色電気亜鉛
めっき鋼板「ジンコート®ブ
ラック」がパナソニック㈱の
ECO･VC 表彰金賞を受賞

5日

ベトナムで鋼管杭打設デモン
ストレーションを実施

15日

11月

提供：共同通信社

めっき鋼管不具合品に関して、
安定的な製造条件の確立、
検査体制の見直し等を行い、
出荷再開

24日

高橋和彦選手が柔道・アジ
ア競技大会（無差別級）で 
優勝

16日

新日鉄住金ステンレス㈱が世
界初の技術による新ステンレ
ス第二弾「NSSC® FW2」を 
商品化

15日

㈱新日鉄都市開発が官民
共同による首都圏初の防
災街区整備事業プロジェク

ト「リビオ
タワー板
橋」竣工


