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NIPPON STEEL CLIP & GROUP CLIP

12月～1月前半主催・共催公演情報から
1・2日 有吉佐和子歿後二十周年記念【邦楽】紀尾人形邦楽館「一の糸」
7日 カペラ・アカデミカ・ウィーン

「至高の古楽アンサンブルによるJ.S.バッハの名作披露」
10日 〈紀尾井ベスト・セレクション〉弦楽四重奏の世界

ウィーン弦楽四重奏団～創立40周年記念コンサート～
17・18日 紀尾井シンフォニエッタ東京　第47回定期演奏会　＊指揮者なし
20日 日本の伝統音楽シリーズ　三曲　【邦楽】
25日 紀尾井クリスマス・コンサート2004
1月14・15日 紀尾井シンフォニエッタ東京　第48回定期演奏会

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

12月・1月放送予定 毎週日曜日22：30～23：00 ニッポン放送

5・12日 レビタン・トリオ　　ベルリン・フィル楽団員ほか
ピアソラ：「レ・グランド・タンゴ」ヴィオラとピアノ
ジョン・レノン：「イマジン」ほか

19・26日 ボブ佐久間＆名フィル・ポップスオーケストラ　ポップスの醍醐味
ハーライン＆メンケン/ボブ佐久間：『星に願いを』
見岳章/ボブ佐久間：『川の流れのように』

1月2・9日 新日鉄コンサートと世界の巨匠たち　　小澤征爾　語る
バッハ：『シャコンヌ』
リヒャルト・シュトラウス：『交響詩〈ドンキホーテ〉』

16・23日 本名徹次指揮　大阪シンフォニカー交響楽団　WAGNER ABEND
ワーグナー：『ワルキューレの騎行』『ニュルンベルクのマイスタージンガー』

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

IR説明会開催 －平成16年度中間決算・中国鉄鋼業の成長と課題について

新日鉄のスチールハウス－過去最大規模の物件、北九州に建設

計法および部材が主要工法とし
て活用された。
一般戸建住宅を中心に普及し

ているスチールハウスの棟数と
用途は年々拡大し、現在、単身
および家族世帯向け共同住宅、
グループホームなどの老健施設、
店舗、児童クラブなど多方面に
採用されている。本年度は約
1,500棟13,000戸を超える見込み。
本物件を契機に、環境適合型

ニッテツスーパーフレーム工
法（2.3mm未満の構造用亜鉛め
っき鋼板を用いたスチールハウ
ス工法）が、北九州学術研究都
市内の共同住宅（㈱不動産中央
情報センター建設・運営）で採
用された。３階建４棟200室で、
過去最大規模となる（平成17年
２月完成、４月開所予定）。同工
法の中でも先端技術である、「３
階建て耐火建築物の建設」の設

＊ニッテツスーパーフレーム工法

「短工期」「低コスト」でありかつ「外張

り断熱通気工法により快適で省エネルギー

性」に優れた工法（設計法および部材）。躯

体構造用の薄板軽量形鋼とともに、主要構

造に循環環境型部材を活用した「エコ工法」。

鉄骨構造と外張断熱通気工法の組み合わせ

で、耐久性・耐震性・省エネルギー性など

の住宅性能で優れたパフォーマンスを発揮。

工法である当工法が、耐火構造
および３階建て建設が求められ
る、寮および共同住宅、都市再
生のニーズに応じた住宅密集地
における建て替え、高齢化を背
景としたグループホームなどの
老健施設、都市型の店舗、など
の成長市場において普及が進む
ことが期待される。

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。

要による鋼材価格上昇やグルー
プ会社の業績改善等により、年
度経常損益は連結・単独とも過
去最高水準を達成する見通しで
あることを説明した。続いて入
山幸取締役より、「中国鉄鋼業の

10月29日、本社２階ホールに
おいて、約190名のアナリスト・
機関投資家を対象に、当社の今
年度中間決算および年度見通し
に関する説明会を開催した。谷
口進一取締役より旺盛な鋼材需

成長と課題」と題して説明した。
参加者からは多数質問があり
「足下最も関心のある中国鉄鋼マ
ーケット動向と課題について理
解を深める良い機会」と好評を
得た。

お問い合わせ先
薄板営業部住宅建材開発グループ　

TEL 03-3275-6634

新日鉄とリオ・ティント社との包括的提携に関する基本合意に基づく最終契約調印

スレー社の100%子会社であるビ
ーズリー・リバー・マイニング
社がビーズリー・リバーJ/V
（BRM社）（BRIA47%・BRM社
53%）を設立する。また、ヤンデ
ィー鉄鉱石の長期売買・拡張支
援につき、最終契約を締結した。
この最終合意により、当社は

主原料調達の一層の安定化を図
る。今後、両社は長期的な観点

新日鉄は、リオ・ティント・グ
ループ他との間で、同グループの
豪州鉄鉱石会社であるハマスレ
ー社所有ビーズリー・リバー鉄
鉱山の権益取得（28.2％）および
共同開発について最終合意した。
新日鉄、三井物産㈱、住友金属
工業㈱３社がビーズリー・リバ
ー・アイアン・アソシエイツ
（BRIA）を設立し、BRIAとハマ

形成）とハマスレー社が各々保
有しているインフラ（鉄道・港
湾・電力）の共同利用について
も最終合意した。インフラの共
同利用により、世界鉄鉱石需要
の増大により的確に対応し、日
本の鉄鉱石調達に資していく。

から劣質資源の有効活用に向け
た利用技術に関し、技術交流を
行うなど、さらなる関係強化を
図っていく。
また、当社、三井物産、住友

金属の３社は、リオ・ティン
ト・グループとの間で、ロー
ブ・リバーJ/V （上記日本側３
社が各豪州子会社を通じ、リ
オ・ティント・グループと共に

お問い合わせ先
総務部広報センター　
TEL 03-3275-5023

新日鉄、BHPビリトン社と戦略的提携検討で合意

る共同研究の充実・強化等の戦
略的提携の検討－を行うことに
ついて基本合意した。
これまで長年にわたる取引を

通じ強固な信頼関係を築いてき
た両社は、近年の鉄鋼原料貿易
を取り巻く大きな環境変化を踏

新日鉄とBHPビリトン社は、
①鉄鉱石・原料炭・マンガン等
の新規鉱区の開発、既存鉱区の
拡張等に関する共同事業化 ②海
上輸送におけるコンビネーショ
ン輸送（共同配船）を通じた協
力 ③鉄鉱石・原料炭使用に関す

海運㈱の船舶を活用した太平
洋・大西洋間のコンビネーショ
ン輸送について合意している。

まえ、将来のさらなる協力関
係・相互利益の実現を図ること
を目的として本合意に至った。
今後、新規鉱区の開発・既存鉱
区の拡張に関する協力の可能性
についても検討していく。既に
両社は、海上輸送において日鉄

お問い合わせ先
総務部広報センター　
TEL 03-3275-5023

説明する入山取締役
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「ホット！ホット！パーティ」では、クリスマスライブなどイベ

ントが盛りだくさん！　そして今年も大晦日恒例の『ザッツ・カ

ウントダウン2005』を開催します！　FM福岡の人気番組

「BUTCH COUNT DOWN RADIO」をイベントスクエア会場か

ら生中継。DJブッチさんと斉藤ふみさんによる総合司会のもと、

「爆笑ものまねカウントダウン」などで大晦日＆新年を最高に盛り

上げていきます。新年の幕開けを感動的に演出する花火とともに、

スペースワールドで「遊び納め」と「遊び初め」を心ゆくまでお

楽しみください。

●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/

2005.1.10まで“ホット！ホット！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.

新潟中越地震への義捐金について
プ（10数社）として2,000万円の義
捐金を送った。また、グループ会

新日鉄は、この度発生した新潟
中越地震について、新日鉄グルー

社の㈱ニッテツ・ファイン・プロ
ダクツが、使い捨てカイロ２万４

千個を被災者耐寒用に既に釜石市
経由、現地に寄贈している。

新素材事業部　発足20周年記念パーティーを開催
駆けつけ、総勢約230名が集う
盛会となった。歴代事業部長に
よる鏡割り、米澤敏夫副社長に
よる乾杯に続き、石山照明事業
部長がスライド上映を通して20
年の歴史を振り返った。「小さ

11月６日、事業部発足20周年
にあたり、記念パーティーが鉄
鋼会館にて開催された。OB、
OG、現役関係者に加え、来賓、
事業パートナー各社などが、遠
くは北海道、九州、海外からも

くてもキラリと光る新素
材」を合言葉に、関係者
は気持ちを新たにし、締
めくくりは、羽矢惇常務
の激励でお開きの乾杯と
なった。

（株）日鉄技術情報センターが『学会誌DVD』を完成納入
データを短時間に探し出せる
機能を持つ。利用者が手軽に、
いつでも、どこでもすばやく
貴重な情報を活用できるため、
研究・開発分野の生産性の向
上が期待される。膨大な保管
スペースも削減された。
同社では、新日鉄グループ

内の高度な知的情報サービス

㈱日鉄技術情報センターで
は、（社）日本塑性加工学会か
ら発注を受け、同学会の学会
誌『塑性と加工』40年分約
50,000頁（全518号）をDVD
1枚に編集した。論文を含む全
ての内容をデジタル文書化し
て全文検索を可能とし、「目次」
「書誌事項」を付けて、大量な

会社として、今後も学会誌・
研究論文集の電子アーカイブ
やマルチメディアコンテンツ
の制作等々各種情報サービス
事業をさらに充実・展開して
いく。

エプロダクツ展2004
「廃タイヤリサイクルプロジェ
クト」は本年度の第１回エコプ
ロダクツ大賞エコサービス部門
経済産業大臣賞を受賞し、初日
に表彰式が行われる。

＊一部のシンポジウム等を除き展示会・

セミナーへの入場参加は無料

12月９日（木）～11日（土）
（10時～17時）、東京ビッグサ
イト（有明）で「エコプロダ
クツ2004」が開催される。こ
の展示会では、エコプロダク
ツの最新情報の展示や企業・
自治体・大学・消費者・NGO
の活動紹介や交流が行われる。
当社は「製鉄インフラを活

用した廃タイヤリサイクルプ
ロジェクト（広畑）」と「高強
度鋼材（ハイテン）」の二つを
展示。当社の「循環型社会の
構築」および「地球温暖化防
止」への貢献をPRする。なお、

お問い合わせ先
㈱日鉄技術情報センター　
TEL 03-3239-4784

お問い合わせ先
環境部　

TEL 03-3275-5145
ブースイメージ　 http://eco-pro.com/
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