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豪州カルボロダウンズ炭鉱における生産能力の拡張について
削設備による操業を開始する予
定。この設備の導入により、同
炭鉱においては2009年以降、平
均370万ｔ/年の原料炭生産が
可能となる。
当社は、今後とも引き続き鉄
鋼原料サプライヤーとの関係を
強化しつつ、中長期的な原料の
安定確保に努めていく。

新日鉄およびその豪州子会社
である新日鉄オーストラリア社
（NSA）は、資源大手のヴァーレ
社などとの間で、豪州のカルボ
ロダウンズ炭鉱において、大型
採炭設備の導入などによる坑内
掘り生産能力の拡張を行うこと
に合意した。
本年5月より工事に着手し、2009
年央から豪州最大級の最新鋭掘

〈カルボロダウンズ炭鉱および開発計画の概要〉
炭鉱所在地 ： 豪州クイーンズランド州
権益構成  ： 新日鉄5%　ヴァーレ社80%　韓国POSCO5%
  インドTATA5%　JFEスチール2.5%　
  JFE商事2.5%（それぞれの豪州子会社を通じて出資）
投資総額  ： 約4億豪州ドル（約373億円）
　　　　　　（カルボロダウンズJVの各出資者が権益比率に応じて負担）
生　産　量 ： 2009年以降、最大440万ｔ/年（現在は、約50万ｔ/年程度）

お問い合わせ先　広報センター　TEL 03-3275-5021

君津製鉄所で個人株主見学会を実施 ̶ 全国各地から多数の個人株主ご来訪
製鉄所内では、高炉や熱延工
場を見学し、プラスチックリサ
イクル工場では製鉄プロセスを
活用した環境への取り組みに理
解を深めていただいた。
参加者からは「製造現場を見
て感動した」「“新日鉄”が身近
に感じられ、今後も応援したい」

4月 8日、君津製鉄所で個人
株主見学会を実施した。全国の
単元株以上保有の株主を対象と
した平日の見学会開催は初めて
だが、株主通信『株主の皆様へ』
でのご案内に全国から多数の応
募があり、関東をはじめ全国各
地から約200名が来訪された。

などの感想が寄せられた。
今後も全国各地域で開催
していく予定。

個人株主見学会の様子（熱延工場前にて）

新日鉄のチタン薄板が世界で初めてビデオカメラの外装として採用
当社は、これまでのIT分野
向けチタン筐体での知見を活か
し、常に持ち歩く製品にふさわ
しい肌合い・質感・色彩に対応
できる素材を開発してきた。今
回のビデオカメラへの初めての
適用は「人に優しい」というチ
タンの金属としての特徴を遺憾

新日鉄は、IT分野へのチタ
ンの適用・拡大を推進している
が、当社のチタン薄板が、世界
で初めて、民生用ビデオカメラ・
ソニー製デジタルHDビデオカ
メラレコーダー“ハンディカム”
の新商品「HDR-TG1」の外装に
採用された。

なく発揮することに成功
したもの。

お問い合わせ先
広報センター

TEL 03-3275-5021、5024

新日鉄がブラジル イパチンガ・フットボール・クラブのスポンサーに
ユニフォーム（写真）の両腕に
「NIPPON STEEL」のロゴが入
る。
IFCは、ウジミナス社や、同
社イパチンガ製鉄所のあるミナ
ス・ジェライス州イパチンガ
市長などの後援により、イパチ
ンガ市をホームとして1998年
に発足したプロサッカーチー

新日鉄は、持分法適用会社で
あるブラジル・ウジミナス社と
の緊密なパートナーシップの一
環として、また2008年が日伯
移民100周年であることから、
ウジミナス社が後援するプロ
サッカーチーム、イパチンガ・
フットボール・クラブ（IFC）の
スポンサーになることとした。

ム。今期、世界で有数の
評価を受けるブラジルプ
ロサッカーリーグ最高峰
のセリエAに昇格した。

チタン薄板が採用され
たAVCHDデジタルハ
イビジョン“メモリース
ティック”“ハンディカム”
「HDR-TG1」

ユニフォームを着て記念撮影するウジミナス社
ソアレス前社長（左）と当社三村会長

米国鋼構造協会（AISC）主催の鋼構造展示会（NASCC）に出展
性を調査した。
今回、重点的にPRしたハイ
パービームの製造技術は、外
法寸法一定化とともに、米国の
形鋼に対し断面形状の最適化と
軽量化が図れる技術として、国
際的な鉄鋼情報メディアである
「Steel Business Briefing」の記

新日鉄は、4月 2～5日に米
国テネシー州ナッシュビルで
開催された米国最大の鋼構造
展示会（NASCC）に初めて出展
し、当社形鋼製品（極厚H、ハ
イパービーム）を展示するとと
もに、グローバルな視点から
米国市場における今後の可能

事でも紹介された。

お問い合わせ先
建材事業部

TEL 03-3275-5073

お問い合わせ先
広報センター

TEL 03-3275-5021
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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。 

 
３日 邦楽、西洋と比ぶれば（23）「人形」【邦楽】
 出演： いっこく堂、竹内道敬（対談）、神田将（エレクトーン、解説）、
  竹本越孝（浄瑠璃）、鶴澤三寿 （々三味線）、東音本多貞子（唄）、
  東音大塚睦子（三味線）、西川古柳（八王子車人形）ほか
 曲目：「くるみ割人形」、「コッペリア」より
  “ワルツ”“情景と人形のワルツ”、
  義太夫「櫓のお七」、長唄「操三番叟」ほか

5日 シリーズ「歌」～こころ響き合うとき～VOL.11　
 歌・舞・音・曲（追加公演）
 出演：亀井広忠、一噌幸弘、一噌隆之、大倉源次郎 ほか
 曲目：素囃子─道成寺組曲、舞囃子─融 酌之舞、安宅 延年之舞 ほか
12日 シリーズ「歌」～こころ響き合うとき～VOL.11「完売」
 歌・舞・音・曲
 出演：亀井広忠、一噌幸弘、大倉源次郎、吉阪一郎 ほか
 曲目：素囃子─神舞、舞囃子─乱、融、天鼓 ほか

6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〉

中国・四川大地震被害への義援金について
プでは被災された地域の早期の復
興を願い、2,000万円の義援金を

5月12日に中国・四川省で発生
した大地震について、新日鉄グルー

（社）日本経済団体連合会を通じて日本
赤十字社に寄付することを決定した。

お問い合わせ先　広報センター
TEL 03-3275-5021～5023

「北海道環境総合展2008」に出展のお知らせ ―6月19～21日に札幌ドームで開催
ピールするもの。
当社は、世界最高水準の技術

開発力を基盤に地球温暖化防止
に向けて大きく貢献しているこ
とをPRする。全国の製鉄所での
“郷土の森づくり”、鉄鋼スラグを
活用した磯焼け改善プロジェク
ト“海の森づくり”などの紹介と併
せ、グループ会社の取り組みと

新日鉄は、6月19～21日の 3
日間、札幌ドーム（北海道札幌
市）で開催される北海道洞爺湖
サミット記念「北海道環境総合
展2008」に出展する。同展は北
海道洞爺湖サミットに向けた直
前の公式行事として、北海道庁・
産業界・環境関連団体が一体と
なって「環境立国・日本」をア

して、新日鉄エンジニアリング
（株）のCDQ（コークス乾式消火
設備）、（株）新日鉄都市開発の環
境共生住宅など、さまざまな取
り組みをわかりやすく紹介する。

お問い合わせ先
環境部

TEL 03-3275-5145 ブース完成予想図

近代製鉄発祥150周年記念イベント「鉄と人の風景フォト＆絵画コンテスト」作品募集
集している。
フォトコンテストは、一般の
カメラで撮影した「一般部門」
とカメラ付き携帯電話で撮影し
た「ケータイ部門」の 2部門で

（社）日本鉄鋼連盟は、近代
製鉄発祥150周年記念事業の一
環として、私たちの周りにあ
る身近な鉄を題材にした写真
と絵画コンテストで作品を募

トなどで発表予定。7月26日
（土）に六本木ヒルズアリーナ
（東京都港区）で開催される「鉄
の星フェスティバル」で表彰式
を行う。

作品を募集。
絵画コンテストは、全国の小

学生を対象にしている。
コンテストの結果は近代製

鉄発祥150周年スペシャルサイ

フォトコンテスト（「一般部門」「ケータイ部門」）
テ ー マ ： 「鉄と人の風景」
対　  象 ： 一般（年齢制限なし）
締め切り ： 2008年6月30日（月）消印有効
形　  式 ： （一般部門）サイズは、モノクロ・カラーともにサービス

サイズ（Ｌサイズも可）以上、四つ切り（ワイドタイプも可、
A3は不可）まで。フィルムやデータの提供は不要

   （ケータイ部門）カメラ付き携帯電話で撮影された写真を
携帯サイトからご応募ください http://www.steel150.jp/k

記入事項 ： 1.郵便番号・住所　2.氏名・ふりがな　3.年齢 　4.職業 
  5.連絡先電話番号・メールアドレス  6.作品タイトル
  7.作品のコメント 
 　 8.賞を受賞した場合の授賞式への参加について
  　　○ 参加　○ 不参加　○ どちらともいえない

絵画コンテスト
テ ー マ ： 「鉄と人の風景」
課　  題 ： 鉄とわたしたちの暮らし
対　  象 ： 小学生（個人または学校単位でも応募可）
締め切り ： 2008年6月20日（金）消印有効
形　  式 ： 38cm×54cm（四つ切り）。たてがき、横がき自由
画　  材 ：クレヨン、水彩絵の具、版画、はり絵
記入事項 ： 1.氏名　2.学校名、学年　
  3.学校所在地（またはご自宅の住所）、郵便番号
  4.指導の先生名（または保護者氏名）  5.作品の題名　
  6.作品のコメント 
  7.賞を受賞した場合の授賞式への参加について　
 　　　 ○ 参加　○ 不参加　○ どちらともいえない

詳しくは近代製鉄発祥150周年スペシャルサイトをご参照ください。
http://www.steel150.jp/contest.html お問い合わせ先　広報センター　TEL 03-3275-5016

 ◉ 応募先 ：〒 146-8688　東京都千鳥郵便局私書箱１号　学習研究社　「鉄と人の風景フォト＆絵画コンテスト」

新日鉄マテリアルズ（株）本社移転のお知らせ
新日鉄マテリアルズ（株）は右記に本社オフィスを移転しました
のでお知らせします。

新住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1  秋葉原UDX 13F
T E L：03-6859-6111（代表）　　　  営業開始日：2008年５月26日
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