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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。

新日鉄、AMCI社と豪州炭鉱権益取得および原料炭長期引取り契約に関し基本合意
新日鉄は、AMCI社 （＊）と、
AMCI社が保有する豪州原料炭炭
鉱カーボロ・ダウンズおよびグレ
ニス・クリークの権益取得（そ
れぞれ5％）と両炭鉱の拡張なら
びに両炭鉱から産出される原料
炭に関する10年間、総量約1,200
万トンの長期引取り契約（当社
に延長オプション）につき、基本

合意した。2005年１月末を目処に、
正式に契約を締結する予定。
当社はこれまで、米国炭や豪
州半無煙炭などの取引を通じ、
AMCI社と強固な関係を築いてき
た。今般、AMCI社は、豪州クイ
ーンズランド州のカーボロ・ダ
ウンズ炭鉱の新規開発を行い、
2005年より出炭を開始し、徐々に

生産規模を拡大する計画。また、
豪州グレニス・クリーク炭鉱
（ニュー・サウス・ウェールズ州）
は、現在170万トン/年体制で操業
しており、AMCI社はフル生産時
で280万トン/年体制への拡張を計
画している。AMCI社との基本合
意により、当社は、カーボロ・
ダウンズ、グレニス・クリーク

両銘柄の原料炭につき、期間10
年間、総量約1,200万トンの長期
引取りを確保できる見通し。そ
れぞれ低灰分、高流動性の優良
コークス用炭で、今後の当社主
原料調達の一層の安定化に資す
ることとなる。
＊American Metals & Coal International, Inc.
（本社：米国コネチカット州）

藤原常務、太田・谷口両取締役 IRで欧・米・アジア機関投資家を訪問
11月中旬から12月中旬にかけ
て、藤原信義常務、太田順司・
谷口進一両取締役が欧・米・ア
ジア各地域の機関投資家約50社
を訪問。当社の中期計画の進捗
状況およびび足下の事業環境や

経営戦略等について説明を行っ
た。中国を中心とするアジアの
旺盛な需要と今後の行方、国内
経済の回復、国際的資源高騰に
よる影響と安定調達のための対
応、国内鋼材販売価格改訂の取

り組みになどについて質問が集
中した。
来年度への関心も高く、今年
度業績見通しを上回る一層の収
益改善と財務体質強化の実現に
強い期待が寄せられた。昨年か

らの外国人株主比率の増加に象
徴されるように、投資家の当社
に対する関心は高く、活発な議
論が行われ、十分な手応えを実
感した。

名古屋市鳴海工場整備・運営事業 事業会社「株式会社鳴海クリーンシステム」を設立
名古屋市鳴海工場整備・運営事
業に関して、事業会社の設立登記
手続が完了した。

・資本金：５千万円
・ 商号：株式会社鳴海クリーンシステム
・出資比率： 新日鉄39.0％ エマネジ㈱12.2％
・ 設立：平成16年12月１日
電源開発㈱12.2％ 東邦瓦斯㈱12.2％
・ 目的：名古屋市鳴海工場整備・運営事業に関
豊田通商㈱12.2％ 日本碍子㈱12.2％
わる廃棄物処理施設等の設計・建設、
運営・維持管理業務

新素材事業部「セミコンJAPAN2004」に出展
12月１日（水）〜３日（金）、幕
張メッセで開催された「セミ
コンJAPAN2004」で新素材事
業部は、マイクロボール・バ
ンピング・サービスを中心に、

最先端の半導体関連技術をPR
し、大きな関心を集めた。同
技術は、カシオマイクロニク
ス㈱との協力体制により、同
社青梅事業所内で今年度中に

大分／プラスチックリサイクル工場
試運転開始

量産体制を構築する計画。
お問い合わせ先
新素材事業部
TEL 03-3275-6154

（株）新日鉄都市開発が推進する「イオン姫路大津
ショッピングセンター」がグランドオープン

4月からの本格稼動に先立
ち、試運転を開始した。

㈱新日鉄都市開発が推進す
る「イオン大津ショッピング
センター」が広畑製鉄所の再
開発社宅跡地にグランドオー
プンした。

新日鉄コンサート

紀尾井ホール

1・2月放送予定

1・2月主催・共催公演情報から

毎週日曜日22：30〜23：00 ニッポン放送

1月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』
30日・2月6日 紀尾井シンフォニエッタ東京
ドヴォルザーク『管楽のためのセレナード ニ短調op.44』
バルトーク『弦楽のためのディヴェルティメント』
13・20日
プロミシング アーティストシリーズ#105
小野明子:ヴァイオリン
シューベルト：『ヴァイオリンとピアノのための
二重奏曲イ長調op.162、D.574』
R.シュトラウス/V.プリホーダ：『
「ばらの騎士」ワルツ』
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。
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マイクロボール・バンピング技術適用事例
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1月14・15日
20日
2月10・11日
20日
25日

紀尾井シンフォニエッタ東京
第48回定期演奏会
日本和装スペシャル
邦楽、西洋と比ぶれば(十七)「花」 【邦楽】
東京室内歌劇場 パイジエッロ「美しい水車小屋の娘」
望月朴清をきく会【邦楽】
日本の作曲・21世紀へのあゆみ 第3期Ⅰ
第31回 室内楽Ⅰ

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

「平成16年度エコプロダクツ大賞」経済産業大臣賞を受賞
新日鉄広畑製鉄所ならびに関西
タイヤリサイクル㈱の「製鉄イン
フラを活用した廃タイヤのリサイ
クル（＊）」が、環境負荷の低減に
優れた製品やサービスを表彰する
「第１回エコプロダクツ大賞経済
産業大臣賞」を受賞した。

＊全国で発生する年間約100万トンの使用
済みタイヤのうち、年間約12万トンを広
畑製鉄所という一拠点でほぼ100％原料・
燃料としてリサイクルする体制。広畑の
冷鉄源溶解法（SMP炉）を利用し、約６
万トン／年の廃タイヤを鉄鋼製品の原
料・燃料として再資源化。また、構内に
「ガス化リサイクル設備（関西タイヤリサ

イクル㈱）
」を立ち上げ（2004年7月）
、廃
タイヤ年間約６万トンを、ガス、油、乾
留カーボン、鉄ワイヤーに熱分解して原
料とエネルギーを創出し、製鉄所内・地
域の工場に提供して100%リサイクルして
いる。環境省・経済産業省から「ひょう
ごエコタウン」の中核事業に位置づけら
れている。

12月9日有明・東京ビッグサイトでの表彰式

「エコプロダクツ2004」に出展
東京ビッグサイトで開催され
た「エコプロダクツ2004」
（12月
９〜11日）で、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）」を展
示。循環型社会の構築と地球温
暖化防止への貢献をPRした。当

社ブースでは絵本も配布され、
多くの来場者でにぎわった。
視察する小此木経済産業副大臣に
説明する勝山広畑製鉄所副所長

（財）新日鉄文化財団がメセナアワード「運営創造賞」受賞
（財）新日鉄文化財団が、紀尾
井ホールでの公演開催および
支援事業について、企業メセ

ナ協議会よりメセナアワード
2004メセナ大賞部門「運営創造
賞」を受賞した。洋楽・邦楽両

分野における充実した活動が
音楽会発展の一翼を担ってき
た功績が高く評価された。

受賞する関沢常務

第15回新日鉄音楽賞受賞者が決定
第15回新日鉄音楽賞は、12月９日の
最終選考会において受賞者が下記の通
り決定した。
≪フレッシュアーティスト賞≫
賞状・トロフィー／副賞300万円
植村理葉 （ヴァイオリン）
【授賞理由】作曲者の思いを演奏で多
彩に表現しようとしており、聴く者に
とって知的で味わい深い充実した印象
を与える演奏家。日本でのこれからの
成長が楽しみだ。

植村理葉

栗山昌良

（ヴァイオリン）

（演出家）

≪特 別 賞≫
賞状・トロフィー／副賞100万円
栗山昌良 （演出家）
【授賞理由】1954年オペラ演出家とし
てデビューして以来、一貫して原作の
持つ音楽性、ドラマ性に忠実に、また
歌手の肉体状態に配慮した正攻法の舞
台を示してきた。「夕鶴」「金閣寺」、
また「椿姫」「蝶々夫人」「ヴォツェッ
ク」など、常に安定して見られる舞台
は貴重だ。

スペースワールド通信

ギャラクシーシアター で
『ストンプ・オデッセイ』上映中！
ギャラクシーシアターでは、世界のリズム発見の旅『ストン
プ・オデッセイ』を好評上映中！ 日本の和太鼓、ブラジルのティ
ンバダドラム、タイのフィンガーシンバル、さらにイギリスのパ
フォーマンス集団STOMPのステージショーなど、世界中のリズム
とダンスを体感できます。STOMPはバケツ、ほうきなどのありと
あらゆる日用品を楽器にしてしまう華麗なパフォーマンスで、NY
オフブロードウェイの歴史に残る大成功をおさめました。言語不
問で外国人の方にもお楽しみ頂けます！

〜3月31日

●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/

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

※0〜3歳・65歳以上の方は無料

お客様からスペースワールドに寄せられたおたよりを紹介します
「夏休みも終わり、子供は楽しかったスペースワールドでの思い
出を写真やビデオで思い出しては大はしゃぎしています。こんなに
楽しい思い出を作っていただき心から感謝しています」
「少し目を離した隙に、息子がプールと勘違いしてアトラクショ
ンの水場に入ってしまったのですが、幸いけがもなく、その後も楽
しく過ごすことができました。水場に服を着たまま入って頂いた男

性スタッフをはじめ、皆様の心のこもった対応に、本当に感謝して
います。
」
「家族で来園し、子供が転んでしまったときに、スタッフの女性
が駆け寄って子供を起こしてくれました。その際、子供に熱がある
のでは？と気付いて下さったお陰で、熱中症が大事に至らず、本当
に感謝しています。どうしてもお礼が言いたくて電話しました」
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