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日鉄特殊鋼棒線製品（蘇州）有限公司（NBC中国）が開業式
要保安部品のボルト・ナット類
（ファスナー）の材料である冷間圧
造用鋼線の製造・販売会社として
2007年 9月に稼働した。今後中
国では日系自動車の生産増に伴い
現地生産数量の増大が見込まれ
ている。当社は、現地生産拠点を
伸線工程から立ち上げ、今後の需
要を捕捉していくとともに、高度
化する品質要求やデリバリーニー
ズにも応えていく。

新日鉄が、松菱金属工業（株）、
宮崎精鋼（株）、（株）サンユウ、豊
田通商（株）、（株）メタルワン、日
鉄商事（株）と合弁で、中国・蘇
州工業園区に設立した冷間圧造
用鋼線の製造・販売会社「日鉄
特殊鋼棒線製品（蘇州）有限公司
（以下NBC中国）」の開業式が、
11月10日に同社工場にて開催さ
れた。
NBC中国は、自動車向けの重

に向けての両コイルセンターへ
の出資持分比率の統一について
合意した。 
出資 3社および両コイルセン

ターは、今般の合意を踏まえ、
経営の一体化による経営資源の
有効活用、合理化によるコスト
削減などの体質強化策を検討・
実行し、華東地区における薄板
高級鋼分野のさらなる営業基盤
強化に取り組んでいく。

新日鉄と（株）メタルワン、
日鉄商事（株）は、2008年 4 月
以降、中国・華東地区における
傘下コイルセンターである上海
嘉日鋼板製品有限公司（以下上
海嘉日）と蘇州日鉄金属製品有
限公司（以下蘇州日鉄）の連携・
統合に向けて具体的検討を行っ
てきたが、両コイルセンターの
会社統合時の出資持分比率につ
き基本合意するとともに、統合

＜合意内容＞
・上海嘉日および蘇州日鉄統合後の最終出資持分比率
　メタルワン55％、日鉄商事35％、新日鉄10％
・両社統合に向けた第一段階として、上海嘉日および蘇州日鉄における
　出資持分比率の統一
　メタルワン55％、日鉄商事40％、新日鉄5％（出資持分の変更は2009年１月末
　を予定。出資持分の統一は現状出資持分の相互譲渡により実施）
＜現状の出資構成＞
上海嘉日：メタルワン79.94％、日鉄商事10.93％、他 9.13％
蘇州日鉄：日鉄商事 90%、新日鉄 10% 

し、祝辞、記念品贈呈の後、放
水セレモニーが行われた。
黒木所長は、「2008年は、近
代製鉄発祥150周年、日本人ブ
ラジル移住100周年（日本ブラ
ジル交流年）、新日鉄のブラジ
ル・ウジミナス社への技術協力
50周年という節目の年。その記
念すべき年に、環境対策・省エ
ネルギー・物流効率向上などあ
らゆる面で最新鋭の大型輸送船
が竣工したことは非常に喜ばし
い」と祝辞を述べた。

ブラジルと日本間で新日鉄
の鉄鉱石を運搬する、30万ｔ
超級の超大型船「つばろん丸
（TUBARAO MARU）」が君津
製鉄所に初入港し、11月17日
に記念式典が行われた。式典は
輸送船社である（株）商船三井が
主催し、Jaime A. Pangasinan
つばろん丸船長、三井造船（株）
千葉事業所長、木更津港長（木
更津海上保安署長）など港湾関
係者と、日鉄物流君津（株）など
君津構内物流関係者、当社黒木
啓介君津製鉄所長など多数参加 お問い合わせ先　広報センター　TEL 03-3275-5021

超大型鉄鉱石船「つばろん丸」が君津製鉄所に初入港

中国・華東地区のコイルセンターの連携・統合施策について

タグボートによる放水セレモニー

お問い合わせ先　広報センター　TEL 03-3275-5021

で積極的に戦略的提携を推進し
てきた。2006年10月に、両社
間で株式追加保有を含む半製品
（鋼片）の相互供給などの戦略
的提携深化施策の実施につき合
意し、2007年10月には還元鉄
の供給と乾式ダストリサイクル
に関する共同事業について契約
を締結し合弁会社を設立してい
る。

新日鉄は、（株）ポスコ（以下
POSCO）との戦略的提携の深
化・拡大施策の一つとして、
POSCOのベトナム新冷延ミル
（建設中）への参画に関する具
体的な内容について共同検討を
開始した。
両社は、2000年 8 月に株式
の相互保有を含めた戦略的提携
契約を締結して以降、各部門

新日鉄によるPOSCOのベトナム新冷延ミルへの参画について

お問い合わせ先　
広報センター

TEL 03-3275-5021～5023

鉄鉱石荷揚げの様子

完成予想図

＜会社概要＞
会 社 名 ： 日鉄特殊鋼棒線製品
   （蘇州）有限公司
所 在 地 ： 江蘇省蘇州工業園区
   唯亭鎮内
当社出資比率 ： 28％
総投資額 ： 214万USドル
設　　立 ： 2006年 9月
稼働開始 ： 2007年 9月
生産能力 ： 約 7千ｔ／年

お問い合わせ先　広報センター　TEL 03-3275-5021

＜事業概要＞
会 社 名：POSCO-Vietnam Co., Ltd.
（POSCO100%出資、06年11月設立） 
主要設備：冷延120万ｔ／年、
  連続焼鈍70万ｔ／年 
出資比率：10～20％程度をめどに、
  今後協議
総投資額：約528億円
場　　所：ベトナム南部
  （ホーチミン市南東80km）
稼働予定：2009年 9月

NBC中国 開業式



222008. 12   NIPPON STEEL MONTHLY

新日本製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。 

 
６日 邦楽、西洋と比ぶれば（24）「酒 その二」【邦楽】
 出演： 竹内道敬、春風亭小柳枝（対談）、花柳基（立方）、
  杵屋勝四郎（唄）、杵屋栄八郎（三味線）、
  紀尾井シンフォニエッタ東京メンバー、ほか
 曲目： ヨハン・シュトラウス 喜歌劇「こうもり」より
  “シャンパンの歌”ほか
  長唄「棒しばり」より、長唄「白酒売」、落語「酒」に
  まつわる噺
12、13日 紀尾井シンフォニエッタ東京　第67回定期演奏会
 出演： 安永徹（Vn弾き振り）、市野あゆみ（Pf）、
  紀尾井シンフォニエッタ東京（Orch）
 曲目：モーツァルト ピアノ協奏曲第22番変ホ長調K482、
  モーツァルト　交響曲第38番ニ長調K504 ｢プラハ｣ ほか

17日 新日鉄プレゼンツ　紀尾井ニュー・アーティスト・シリーズ
 第13回　橋本杏奈（クラリネット）
 出演： 橋本杏奈（Cl）、ダニエル・スミス（Pf）
 曲目： ドビュッシー 第一狂詩曲、寺嶋陸也 星の旅（日本初演）、
  ブラームス クラリネット・ソナタ第１番ヘ短調Op.120-1 ほか
23日 野村證券presents　紀尾井クリスマス・コンサート2008
 Viva ITALIA！ オペラの国のクリスマス
 出演： 吉田裕史（指揮・構成）、松田奈緒美（Sop）、
  キアラ・ボンツァーニ（M-Sop）、村上敏明（Ten）、森口賢二（Br）、
  ダリオ・ポ二ッスィ（ナビゲーター）、紀尾井クリスマス・オペラ合唱団、
  紀尾井シンフォニエッタ東京（Orch） ほか
 曲目： コレッリ「クリスマス協奏曲」より抜粋、
  プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」より“ 誰も寝てはならぬ”ほか

12月 主催・共催公演から http://www.kioi-hall.or.jp（財）新日鉄文化財団

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～ 18 時 　日・祝休〉

新日鉄ソリューションズ（株）の「absonne」が（株）ワイズマンの医療・福祉・介護向けASPサービスに採用
模の案件となる（2008年10月
23日現在）。
介護･福祉事業者向け業務シ

ステムの分野で市場シェアトッ
プを誇るワイズマンでは、ビジ
ネスの成長に伴い、システム増
設ごとに再構築や予算獲得など
に費用と時間がかかるという問
題を抱えていた。
新日鉄ソリューションズは

absonneの提供を通じ、ワイズ
マンのビジネスの成長をシステ
ム面で積極的に支援していくと

新日鉄ソリューションズ
（株）は、（株）ワイズマンの第
4次ASPサービスを、同社
のユーティリティサービス
「absonne（アブソンヌ）」（※）
にて構築し稼働することでワ
イズマンと合意した。
本ASPサービスは、数百台
のサーバー、数十テラバイト
に及ぶ大規模なシステムで、
商用クラウド・コンピューティ
ングITインフラのうち、既発
表のものとしては日本最大規

各業種企業を対象に本サービス
の普及に努めていく。

同時に、今後普及が想定される
クラウド・コンピューティン
グITインフラの特長を活かし、

（株）日鉄エレックスが展示会（NS-ELEX Exhibition）を開催
り組みに関するセミナーを実施
した。
会場では同社のオーダーメイ

ドソリューションを、コーナー
別に「品質」「効率」「安全」「省エ
ネルギー・新エネルギー」など
の観点から紹介。会場中央に設
けられた実演コーナーでは、騒
音現場での円滑なコミュニケー
ションを実現する騒音抑制型イ

11月 5、6日、（株）日鉄エレッ
クスがビジョンセンター秋葉原
（東京都・千代田区）で展示会
（NS-ELEX Exhibition）を開催
した。“日鉄エレックスのオー
ダーメイドソリューション！ 
～品質、効率、安全の観点から
の工場支援のご提案～”をテー
マに、実演を交えたソリュー
ション事例の紹介と、同社の取

ヤホンマイク「e耳くん」を使用
したデモンストレーションを行
い、来場者からの注目を集めた。
また同社の社員による、日鉄エ
レックスの取り組みに関するセ
ミナーも開かれ好評だった。

お問い合わせ先
（株）日鉄エレックス  営業本部

TEL 03-6688-5812

サンプル、模型、パネルや映像を
交えて紹介。本年は近代製鉄発祥
150周年の節目の年であり、日本
の近代化を支えてきた鉄鋼業の歴
史や、身近な鉄の存在を分かりや
すくアピールする展示も行う。

12月11～13日に東京ビッグ
サイトにおいて、日本最大級
の環境展示会「エコプロダクツ
2008」が開催される。新日鉄グ
ループは、「エコプロセス（環境
に配慮した製造プロセス）」「エ
コプロダクツ（鉄鋼製品）」およ
びエコプロセスとエコプロダク
ツを組み合わせた環境問題への
対応策「エコソリューション」を

お問い合わせ先
環境部　TEL 03-3275-5145
「エコプロダクツ2008」

URL：http://www.eco-pro.com/

「エコプロダクツ2008」出展のお知らせ

お問い合わせ先　
新日鉄ソリューションズ（株）　

ITインフラソリューション事業本部 営業本部　TEL 03-5117-6641
E-mail：market@iii.ns-sol.co.jp

※absonne：アブソンヌ（advanced business space on network）は、新日鉄ソリューションズ
がITインフラをまとめて提供・運用する、クラウド・コンピューティングITインフラ
サービス。拡張性・可用性に優れたITインフラを、必要なときに必要なだけ、月額費
用での提供が可能。顧客のITインフラコストを20%以上削減し、ITインフラの構築、
運用保守業務から開放し、ビジネスに専念できる環境を提供する。

当社グループのブース完成予想図

会場の様子
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