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NIPPON STEEL CLIP & GROUP CLIP

10月主催・共催公演情報から
11日 グレートマスターズⅢ

～日本の音楽をささえつづけるアーティストたち～　声楽編
15日 いずみホール・紀尾井ホール作曲共同委嘱　

アール・レスピラン第19回定期演奏会　室内オーケストラの系譜Ⅱ
20日 日本音楽のかたち「狂言と三味線音楽」
22・23日紀尾井シンフォニエッタ東京　第46回定期演奏会
26日 白井光子＆ハルトムート・ヘル

～ピアノ版によるマーラーとの親密な会話～
お問い合わせ・チケットのお申し込み先：紀尾井ホールチケットセンター
TEL 03-3237-0061〈受付10時～19時 日・祝休〉 http://www.kioi-hall.or.jp

10月放送予定　毎週日曜日22：30～23：00 ニッポン放送

3日 サイトウキネン・フェスティバル松本
ヴェルディ：歌劇「運命の力」序曲

10日 「新日鉄コンサート」ベストセレクション①
17日 「新日鉄コンサート」ベストセレクション②
24日 「新日鉄コンサート」ベストセレクション③
31日 「新日鉄コンサート」ベストセレクション④

※過去の放送から厳選したベストセレクションを放送

一部地域により、放送局・放送時間が異なる場合があります。

紀尾井ホール新日鉄コンサート

宝鋼新日鐵自動車鋼板有限公司を設立
発給を受けた。
当社はこの合弁事業で自動車用

高級鋼板を世界の主要地域で供給
できる体制を整え、グローバル展

新日鉄、宝山鋼鉄株式有限公司お
よびarcelor社は、７月30日中国にお
ける３社の自動車鋼板合弁事業「宝
鋼新日鐵自動車鋼板有限公司」を設
立した。同社は、成長が見込まれる
中国の高級自動車鋼板需要に応える
ため昨年12月23日に３社間で契約を
締結した合弁会社で、正式に中国政
府当局の認可を得て、営業許可証の

開する自動車メーカーへの対応をさ
らに充実させ、中国の鉄鋼および自
動車産業の発展にも大きく貢献す
る。2005年５月に営業運転開始予定。

宝鋼新日鐵自動車鋼板有限公司（中国名：宝鋼新日鐵汽車板有限公司）の概要
・事業内容：自動車用鋼板（冷延鋼板、溶融亜鉛メッキ鋼板）の製造、販売
・総投資額：65億人民元、登録資本：30億人民元
・出資比率：宝山鋼鉄株式有限公司：50％、新日鉄：38％、arcelor社：12％
・立　　地：宝山鋼鉄構内（上海市宝山区）

IR説明会開催―平成16年度業績見通し・新日鉄化学（株）の事業展開について―
上昇やグループ各社の業績改善等
により、連結・単独とも過去最高
の経常利益レベルに達する見通し
について説明。
続いて新日鉄化学㈱の西CEOよ

り化学事業展開について説明があ

９月10日、本社２階ホールにお
いて、約170名のアナリスト・機関
投資家を対象に、当社の今年度業
績見通しに関する説明会を開催し
た。
旺盛な鋼材需要による鋼材価格

り、参加者からは「足下良好な事業
環境や業績を牽引する電子材料分野
などについて理解を深める良い機会
だった」と好評を得た。

薄板表面処理分野で品質対応力向上-CGLを老朽更新
１.名古屋製鉄所No.２CGL（昭和41年稼働）の老朽更新
・能　力　：約２万トン／月、サイズ：板厚　0.6～3.2ミリ、板幅　600～1,700ミリ
・稼働時期：平成18年上期予定
２.君津製鉄所No.２CGL（昭和45年稼働）の老朽更新
・能　力　：約４万トン／月、サイズ：板厚0.4～2.3ミリ、板幅　600～1,890ミリ
・稼働時期：平成18年上期予定

新日鉄は自動車・電機等の薄板
表面処理分野における品質対応力
向上のため、溶融亜鉛メッキ鋼板
製造設備（CGL）の老朽更新投資
を右記の通り決定した。

新日鉄音楽賞「贈呈式」「受賞記念コンサート」を開催／紀尾井ホール
音楽の勉強は一生のものです。この
賞の名に恥じないよう堅実に勉強を
続けてまいりたいと思います」と述
べた。また、特別賞の井阪紘さん
（音楽プロデューサー）は、「新日鉄
音楽賞特別賞のような賞は、日本に
は他にありません。今回の受賞は、

（財）新日鉄文化財団は、７月31日、
紀尾井ホールにて「第14回新日鉄音
楽賞」の「贈呈式」と「受賞記念コ
ンサート」を開催した。フレッシ
ュ・アーティスト賞を受賞した天羽
明惠さん（ソプラノ）は、「大変名
誉な賞をいただき嬉しく思います。

私が大勢の方の代表としていただい
たものと考えており、これは、大き
な励みとなります。今回の賞に恥じ
ない良い仕事をしていきたいと思い
ます」と述べた。続く「受賞記念コ
ンサート」では、天羽さんがR.シュ
トラウスの歌劇などを熱唱した。

お問い合わせ先　
総務部広報センター　
TEL 03-3275-5022

八幡,名古屋,君津が「TS2」認証を取得、国内製鉄メーカーで初
加えた、一段と厳しい規格だ。
当社は従来より商品・技術開発に
加えて品質管理、品質保証体制の確
立に注力しており、さらに、QS-
9000、船級、 API等ユーザーニーズ
に対応した認証取得で、高い信頼と
評価を得てきた。主に米国自動車メ
ーカーからの要求に呼応する形で実
施した今回の「TS２」認証取得は、
これまでの品質向上への取り組みの

新日鉄八幡製鉄所、名古屋製鉄所
および君津製鉄所は、自動車部門の
品質保証国際規格「ISO/TS 16949：
2002（以下、TS２）」の第三者認証を
国内製鉄メーカーとして初めて取得
した。「TS２」は、自動車サプライ
チェーンに属する企業が満足すべき
品質保証要求事項で、2006年末に廃
版になる従来の国際規格「QS-9000」
（ビッグ３策定）に新たな要求事項を

成果で、取得の過程で、品質マネジ
メントシステムのステップアップに
つなげることができた。今後もこれ
らの成果を活かし、さらにお客様の
満足の向上、品質改善等の活動を継
続していく。

お問い合わせ先
総務部広報センター　
TEL 03-3275-5022

新日鉄発信のプレスリリースは、ホームページ www.nsc.co.jp に全文が掲載されていますのでご参照ください。

米国から審査機関であるSRIクオリティー・
レジストラー代表が当社を訪問し登録証授
与式が行われた。

プレゼンテーションする
新日鉄化学㈱西CEO
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スペースワールドでは、楽しいイベントが盛りだくさんの

「ブルースカイパーティ」を実施しています！ カウボーイ

に扮したラッキーたちが活躍するミュージックショー

『ラッキーのワイルド・サウンド・ウエスタン』やこの夏

登場して大好評だった『グリーティング・パレード〈リズ

ミック〉』、仮装したラッキーたちが園内をグリーティング

する『ラッキーのハロウィングリーティング』など見所いっ

ぱい！ 秋の行楽をどうぞお楽しみ下さい！

●お問い合わせ先

スペースワールド・インフォメーションセンター
TEL. 093-672-3600
URL http://www.spaceworld.co.jp/

秋のスペシャルイベント
ブルースカイパーティ開催中！

※0～3歳・65歳以上の方は無料

大人（中学生～64歳）小人（4歳～小学生）

フリーパス 3,800円 2,800円

スペースワールド通信

©SPACE WORLD,INC.

三井鉱山株式会社とのコークス長期引取契約の締結
三井鉱山は保有するコークス炉４炉
団の内、１炉団（1A炉）を昭和63
年12月より休止していたが、新日鉄
の長期引取保証を背景に、銀行より
設備投資資金を借り入れて平成18年

新日鉄と三井鉱山㈱は、三井鉱山
休止中コークス炉（１A炉：能力約
50万トン/年）を再稼働し、高炉用
コークス全量を新日鉄が10年間にわ
たり購入する長期契約を締結した。

4月を目途に１A炉を再稼働させ、
製造する約50万トン/年の高炉用コ
ークスを全量新日鉄に販売する。
既存設備の再稼働で既存インフラ
を活用できるため、新日鉄は競争力

のあるコークスを短いリードタイム
で安定的に確保でき、三井鉱山はコ
ークス事業が体質強化される。

ひょうごエコタウン／タイヤガス化リサイクル施設が竣工
を祝い、安定・安全稼動を祈願し
た。勝山憲夫・関西タイヤリサイ
クル㈱社長（広畑製鉄所副所長）
が「今後、着実に技術を積み重ね、
地域社会に貢献するとともに、新
しい開発にも挑戦していきたい」
と挨拶した。

新日鉄などが出資する関西タイ
ヤリサイクル㈱のタイヤガス化リ
サイクル施設（*）の竣工式が7月
28日行われた。井戸敏三・兵庫県
知事はじめ、経済産業省、環境省、
姫路市などの来賓、関係者約70名
が出席し「ひょうごエコタウン構
想」の中核施設となる設備の竣工

（＊）世界最大級のキルンでタイヤを
熱分解。ガス、油、乾留カーボン、鉄
ワイヤを取りだし、製鉄所などで燃・
原料として利用する。この資源リサイ
クル率は87％（セメントでは20％台）。
フル稼動すると、当所内でのタイヤ処
理量は、全体で現在の２倍の年間12万
トンとなり、全国で発生するタイヤの
12％を占めることになる。

「かまいしエコタウンプラン」が経済産業省・環境省より承認
予定の水産加工廃棄物リサイクル事
業を中核に、汚泥燃料化リサイクル
事業、廃食用油再利用収集システム
化事業の3事業を実施する計画だ。
今回の承認により、釜石市は事業推
進に際して国から財政的支援を受け
ることが可能となった。
エコタウン承認に伴い、当該地域

８月13日、岩手県と釜石市が申請
した「かまいしエコタウンプラン」
が経済産業省・環境省から承認を受
けた。当プランは、地域内排出抑制
や収集・リサイクルシステムの構築
を通じた、自然回帰を基調とするま
ちづくりの推進を目指して計画され
た。当社の平田埋立地において実施

が既に承認を得ている「リサイクル
ポート」および「地域再生計画」と
あわせ、環境・リサイクル事業を基
軸に、面としての地域開発が期待で
きる。構想段階から参画してきた新
日鉄は、用地の提供をはじめ最大限
の協力を行い、環境先進地域づくり
に積極的に寄与していく。

お問い合わせ先
広畑製鉄所総務部
TEL 0792-36-1001

中国「CONSTEX 2004」に出展
鋼のパネル等を展示。鋼管事業部は
中国語の映像による技術プレゼンテ
ーションを行い、多くの来場者の関
心を集めた。チタン事業部は「中国
国家大劇院」「杭州大劇院」など中

新日鉄は、中国・北京で開催された
「CONSTEX2004（第4回中国国際鋼
構造展覧会）」（８月17日～20日）に出
展した。本展示会では、建材事業部
からH形鋼、ハイパービーム、耐火

国での実績を紹介、建築事業部は大
型ビルディングや耐震技術を、NSボ
ルテン㈱はボルトのサンプルをそれ
ぞれ展示。会期中、新日鉄ブースは
多くの来場者で賑わった。

お問い合わせ先
釜石製鉄所総務部
TEL 0193-24-2332

お問い合わせ先
建材事業部　TEL 03-3275-7772

鉄の彫刻家 青木野枝さん、発電所美術館に出展
装した美術館での個展で、空間と作品が融和した世界が繰り広げられる。

・ 2004年10月８日（金）～12月19日（日） 公開製作10月５日～７日
・ 開館時間：午前9時～午後5時　（休館日：月曜日・祝日の翌日）
・ 入 場 料：一般500円、高・大生300円　中学生以下無料
・ 場　　所：富山県入善町下山芸術の森発電所美術館

http://www.town.nyuzen.toyama.jp/nizayama

鉄の彫刻作品で『ニッポン・ス
チール・マンスリー』の表紙を飾
っていた彫刻家の青木野枝さんが、
富山県入善町にある発電所美術館
で「空の水」と題した個展を開催
する。大正時代の水力発電所を改

リオ・ティント社と、豪州ヘイルクリーク炭鉱の権益を取得
引取契約（総量約3,000万トン、期
間15年）の契約を締結した。ヘイ
ルリーク炭鉱は、豪州クイーンズ

新日鉄は、リオ・ティント社と、
豪州原料炭炭鉱ヘイルクリークJ/V
の権益取得（8％）および石炭長期

ランド州で2003年後半に5,500万ト
ン/年体制で操業を開始している
が、800万トン／年体制への拡張が

決定された。新日鉄は、長期石炭
引取により契約面でも支援する。
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