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グループと合意した。
同グループは、長年にわた
りアフリカを中心に鋼板製造
事業および建材加工事業を展
開している現地有力企業。今
回の出資によって、新日鉄と
伊藤忠丸紅鉄鋼は、同グルー
プとの信頼関係の強化、取引
関係の拡大を図るとともに、
同グループへの熱延鋼板の供
給を通じて、今後南アフリカ
および近隣諸国において拡大

新日鉄と伊藤忠丸紅鉄鋼（株）
は、両社と長年の取引関係を有
するSAFALグループから、南
アフリカにおいて工場建設中
の鋼板製造事業会社「SAFAL 
STEEL (PROPRIETARY) 
LIMITED」に対する出資およ
び原板となる熱延鋼板の供給
などについての要請を受け、同
社による第三者割当増資を引
き受け同社議決権の各々7％を
取得することについてSAFAL

が見込まれる鋼材需要を捕捉していく。

＜出資会社概要＞
名　称：SAFAL STEEL (PROPRIETARY) LIMITED
資本金：120百万ランド（今回第三者割当増資後）
株　主：新日鉄 7%、伊藤忠丸紅 7%、SAFAL INVESTMENT （MAURITIUS）
　　　　LIMITED（SAFALグループのアフリカ鉄鋼関連事業統括会社）86％
生産設備能力：酸洗30万ｔ／年、冷延15万ｔ／年、CGL15万ｔ／年、
　　　　　　　塗装ライン10万ｔ／年
立ち上げ時期：2009年7月(予定)

南アフリカにおける鋼板製造事業会社への出資について

お問い合わせ先　広報センター　TEL 03-3275-5021

故につきましては、地域、お
客様、株主、行政、その他関
係各方面の皆様に多大なるご
心配をおかけいたし、深くお
詫び申し上げます。
同製鉄所は、今回の火災事

2008年12月12日に、八幡
製鉄所第 5コークス炉が再稼
働いたしました。
同年 7月29日に発生した、
同製鉄所コークス工場のベル
トコンベア・COG配管火災事

八幡製鉄所第5コークス炉の再稼働について
故を真摯に受け止め、諸対策
を講ずることにより再発防止
に努めることはもとより、同
製鉄所が掲げる三つの信頼
（「地域からの信頼」「お客様
からの信頼」「従業員からの信

日鉄住金建材（株）川崎社宅

頼」）を揺るぎないものにして
参りたいと考えております。 
何卒ご理解賜りますよう宜
しくお願い申し上げます。 

規模としては首都圏で最大級の
社宅物件となる。
本物件では、NSF工法に加
えて、日鉄住金建材（株）の建
築建材や景観材などの住宅関

新日鉄が展開する住宅工法
「ニッテツスーパーフレーム®工
法（以下NSF工法）」を採用し
た日鉄住金建材（株）の社宅が神
奈川県川崎市に完成した。建設

連製品を使用し、新日鉄グルー
プの技術力をふんだんに盛り込
んでいる。
現在、NSF工法の用途として、
一般戸建住宅用途での普及に加

ニッテツスーパーフレーム ®工法を採用した、日鉄住金建材（株）の首都圏最大級社宅が完成

お問い合わせ先　住宅建材開発グループ　TEL 03-3275-5064　　E-mail：juhtaku@nsc.co.jp

え、法人の福利厚生施設である
寮、社宅、研修施設などの需要
が拡大しているが、当社は本物
件での経験を活かし、引き続き
市場への普及を図っていく。

＜物件概要＞
名称：日鉄住金建材（株）川崎社宅
建物構造・規模：ニッテツスーパーフレーム®工法、
3階建、3棟、計51戸、(集会室×1)
延べ床面積：3,843㎡、75㎡/戸（3LDK）
施主：日鉄住金建材（株）
設計・施工：太平工業（株）

＜本物件に使用された日鉄住金建材の製品概要＞
「スーパーＥデッキ」：共用廊下、バルコニーに採用した型枠用合成床版
「ファインＸ（エックス）」：外壁ルーバーに採用した、デザイン性を備えた新時代の多機能建材
「デザインポール」：街路灯に採用した、回転圧延（スピニング）による加工法を用いたデザイン性の高い照明柱
「Nステラフェンス」：外構に採用した、景観を重視し表裏感のないデザイン性メッシュフェンス
「意匠鋼板」：屋根に採用した、高度な耐候性を有するフロールボンドと、ユニットバス壁材に採用した高
　　　　　  意匠のアートボンド

窯業系面材を使用しており、
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環境適
合型工法でもある。鉄骨構
造と外張断熱通気工法の組
み合わせにより、耐久性・耐
震性・省エネルギー性などの
住宅性能において、優れた
パフォーマンスを発揮する。

NSF工法とは、新日鉄が
「薄板軽量形鋼造告示」に則
り、独自の開発により防耐火
（1時間耐火認定）・遮音・温
熱性、耐久性など諸性能を
大幅に向上させた枠組壁工
法。
また、外壁パネルおよび床
パネルの構造面材、外壁材
に高炉スラグを主原料とした

ニッテツスーパーフレーム®工法について
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ギー対策、鉄鋼スラグなど副産
物の再利用、地域社会と協力し
た廃プラスチックなどの資源リ
サイクル、37年前に始まった
郷土の森づくり、省エネルギー
技術の海外への普及、そして
今後期待される技術であるCO2
分離・水素製造への取り組み
など、さまざまなCO2排出削減
の取り組みをもとにストーリー
を構成。子どもが親しみやす
いキャラクターを随所に配
置し、わかりやすく紹介
している。

ご希望の方には無料で郵送
いたしますので右記までお申し
込み下さい。

新日鉄は当社の長年にわたる
省エネルギーや地球環境問題
への取り組みを紹介した学習
絵本『青い地球の新・モノ語リ』
を発行した。
これまで当社は学習絵本

『新・モノ語リ』シリーズを合
計7巻64万部発行。製鉄所見
学会・展示会・科学館などで無
料配布し、全国の小中学生のほ
か、学校関係者、保護者、地域
でボランティア活動をする方々
から多くの反響を得ている。
今回の学習絵本制作には当
社環境部などの関係部門も参
画し、豊かな生活になくてはな
らない素材である「鉄」の、製
鉄プロセスにおける省エネル

＜『青い地球の新・モノ語リ』の概要＞
発行部数：初版5万部　　体裁：A6判、カラー68ページ
発 行 者：新日鉄総務部広報センター

● お申し込み先
・FAX  03-3275-5611
・はがき  〒100-8071東京都千代田区大手町2-6-3
 新日本製鉄広報センター「絵本マンスリー係」　

学習絵本第8巻『青い地球の新・モノ語リ』を発行

Ｉ/Ｎ Koteの新ライン建設の延期について
北米の自動車生産が回復する
見通しを得るまで建設を延期
することで合意した。
今後当社とAM社は、市場
の回復動向を注視し、新ライ
ンの建設再開時期に関する協
議を継続していく。

新日鉄は、アルセロールミタ
ル（以下AM社）との米国にお
ける合弁事業であるI/N Kote
の自動車用溶融亜鉛めっき鋼
板製造能力を倍増するため、
新ラインの建設を一部開始し
ていたが、昨今の北米自動車
市場の急激な縮小を勘案し、

＜I/N Koteの概要（参考）＞
所 在 地：米国インディアナ州ニューカーライル
設　　立：1989年9月、資本金：120百万USドル（新日鉄50%、AM社50%）
従 業 員：250名
事業内容：自動車用溶融亜鉛めっき鋼板・電気亜鉛めっき鋼板の製造・販売
設　　備：溶融亜鉛めっきライン（CGL）50万ST／年
　　　　　電気亜鉛めっきライン（EGL）45万ST／年

お問い合わせ先　広報センター　TEL 03-3275-5021～5023

新日鉄グループによる弁ばね用ワイヤ事業のグローバル展開について
メーカー。
2008年12月、鈴木金属は、
スウェーデン王国法人である
Haldex ABとの間で、その子会
社で弁ばね用ワイヤメーカーで
あるガルピッタンの全発行株式
の取得について合意に至り、株
式売買譲渡契約を締結した。弁
ばね用ワイヤの最大手であり、
欧州・北米・中国に製造拠点を
持つガルピッタンを買収するこ
とにより、鈴木金属は世界最大
の弁ばね用ワイヤメーカーとし
てグローバルな事業展開および
さらなる技術力向上、競争力確
保を図り、利益成長の実現を目
指していく。
また、鈴木金属は本買収資金
の一部として当社に対する第三

新日鉄の特殊線材事業におけ
る中核二次加工メーカーである
鈴木金属工業（株）（以下「鈴木
金属」）は、弁ばね用ワイヤ事
業のグローバル展開と利益成長
の実現を目的として、Haldex 
Garphyttan AB（所在地：ス
ウェーデン王国、以下「ガルピッ
タン」）の買収を行い、新日鉄は
本買収資金の一部として鈴木金
属が実施する第三者割当増資を
引き受けることとした。これに
伴い、鈴木金属は当社の連結子
会社となる予定。
鈴木金属は、現在当社がその
発行株式の約35％を保有し、自
動車向けばね用ワイヤを中心に
当社から供給する線材の伸線加
工・販売を行っている特殊鋼線

者割当による新株式の発行を
取締役会にて決議し、当社はそ
の割当増資を本買収の完了な
どを条件に全額引き受けること
とした。本買収を通じて、鈴木
金属が海外拠点の確保と、開

お問い合わせ先　広報センター　TEL 03-3275-5021

発、技術などにおけるシナジー
効果の実現により、当社グルー
プの高級線材分野におけるグ
ローバルプレーヤーとしての確
固たる地位を築くものと考えて
いる。

＜鈴木金属工業（株）概要＞
代 表 者：代表取締役社長　杉浦 登
所 在 地：東京都千代田区丸の内
資 本 金：19億円　東京証券取引所　第２部上場
事業内容：弁ばね用ワイヤ、ピアノワイヤ、ステンレスワイヤ、チタンワイヤ、
　　　　  異形ワイヤなどの製造及び販売
売 上 高：連結　411億円（2007年度）
＜ガルピッタン概要＞
名　　称：Haldex Garphyttan AB
所 在 地：スウェーデン王国
資 本 金：2.6億円（2007年）
事業内容：弁ばね用ワイヤ、ステンレスワイヤ、異形ワイヤ、
　　　　　弁ばねなどの製造及び販売
売 上 高：約193億円（2007年）
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地震や衝撃を集中的に吸収す
る耐震・制震技術。これまで
もアンボンドブレースは、新
日鉄エンジニアリングによって
主に大手設計事務所を中心に
販売展開されてきたが、今回
の協定を機に両社はアンボン
ドブレースを、岡部の得意市
場である中小規模鉄骨構造向
けの耐震部材として販売する

新日鉄エンジニアリング（株）
と岡部（株）は、アンボンドブ
レースの販売に関して基本協
定を締結した。
アンボンドブレースは、鋼管
の中に緩衝材（アンボンド材）
を施した中心鋼材を入れ、そ
の中にコンクリートを充填する
構造で、建物の柱と梁の枠組
みに対角線に設置することで、

新日鉄エンジニアリング（株）と岡部（株）がアンボンドブレースの販売に関して基本協定を締結

お問い合わせ先　
新日鉄エンジニアリング（株）  総務部広報室　TEL 03-3275-6030

ため、共同開発を
実施した。2008年
12月から、製品名
「B－UP（ビーアッ
プ）ブレース」とし
て販売を開始して
いる。

役割～技術で世界をリードする
新日鉄のグローバル経営～」を
テーマに、「米国の金融危機を発
端とする信用不安が拡大する
世界経済の中で、しばらくは構
造調整が続くが、しっかりした
『軸』をもとに会社を転換させ
ることが重要」と語った。
また、技術講演では、「クラウ
ドコンピューティングがもたら
すソリューションビジネスの新
たなパラダイム」「サービスレ

2008年11月18日、新日鉄ソ
リューションズ（株）はANAイ
ンターコンチネンタルホテル東
京（東京都港区）において、主
要顧客の情報システム担当役
員などを招いて「NS Solutions 
Forum 2008」を開催した。
4回目となる今回のフォーラ
ムでは、三村明夫新日鉄会長の
特別講演、技術講演、および
懇親会が行われた。三村会長
は「現下の経済環境と経営者の

「NS Solutions Forum 2008」を開催

お問い合わせ先　
新日鉄ソリューションズ　総務部広報・IR室　TEL 03-5117-6080

ベル向上に向けた
運用保守の見える
化について」をテー
マに、最新の動向
について同社部長
が講演し、約120
人の参加者は熱心
に聴き入っていた。

ナ五輪ではキャプテンを務め6
位入賞。現役引退後は新日鉄男
子バレー部（現・堺ブレイザー
ズ）監督、全日本男子ジュニア
チーム監督を経て、2004年に
全日本男子シニアシーム監督に
就任。昨年の北京五輪では、男
子バレーとして16年ぶりとなる
オリンピック出場を果たした。

（財）日本バレーボール協会で
は、2012年ロンドン五輪に向
けて全日本シニアチーム監督の
選考を進めていたが、男子チー
ム監督に植田辰哉監督（新日鉄
社員）の続投を決定した。
植田監督は大阪商業大学卒
業後、新日鉄に入社し日本リー
グで活躍し、1992年バルセロ

全日本男子バレーボールチーム 植田辰哉監督の続投が決定
植田監督は「4年前は『北京五輪に出
場すること』を目標にスタートしたが、
ロンドン五輪を目指す今回は、北京で
学んだことを活かして、五輪出場はも
ちろん、その先を目指したい。まずは
アジアのトップを維持することと、2010
年世界選手権で結果を出すことを狙っ
ていく」と抱負を述べた。

特別講演の様子

植田辰哉監督

「北海道 新日鉄グループ展2008」を開催
彩な講演会を行い、約1,000名
の来場者が講演や各社の説明に
耳を傾け、熱心に説明者とやり
取りしていた。
アンケートでは「新日鉄グ
ループのさまざまな活動を一堂
に見ることができた」「コンパク
トに内容が凝縮された展示会
だった」「新製品を丁寧に説明し
てもらった」「業務に活かせる提
案があった」などの感想が寄せ
られ、大盛況だった。

2008年11月18日、「北海道 新
日鉄グループ展2008」を札幌市
内で開催した。５回目を迎えた
今回は北海道支店、室蘭製鉄所
をはじめ新日鉄グループ26社
が出展し、「環境」「食」「エネル
ギー」をキーワードに各社の新
商品や技術力をアピールした。
パネルやサンプル・模型によ
る展示説明のほか、鉄鋼需給環
境や防食技術、太陽光発電屋根、
寒冷地向け製品などに関する多

お問い合わせ先　新日鉄北海道支店　TEL 011-222-8260　
URL：http://www.nsc.co.jp/company/location/hokkaido/
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≪フレッシュアーティスト賞≫　賞状・トロフィー／副賞300万円
クァルテット・エクセルシオ（弦楽四重奏）
【受賞理由】
1994年に結成以後、真摯に弦楽
四重奏の研鑽を積み、近年特にベー
トーヴェンの弦楽四重奏曲に対して
集中力のある充実した演奏をしてい
る。まもなく15年を迎える活躍に対
して、また、これからも自分たちの
確固たるカルテット像を四人で築い
ていってほしいという選考委員一同
の願いを込め、本賞を授与する。

第19回新日鉄音楽賞受賞者が下記のとおり決定した。

第19回新日鉄音楽賞受賞者が決定

１月 21日 紀尾井の室内楽vol.12　ＫＳＴアンサンブル2009
  出演： 若林顕（Pf）、一戸敦（Fl）、蠣崎耕三（ob）、
   鈴木高通（Cl）、大澤昌生（Fg）ほか
  曲目： モーツァルト フルート四重奏曲第１番ニ長調、
   　　　　　　セレナード第11番変ホ長調、
   ブラームス ピアノ五重奏曲ヘ短調
 24日 紀尾井の室内楽vol.13
  菊池洋子モーツァルト ピアノ・ソナタ全曲演奏会①
  ＜全４回＞
  出演： 菊池洋子（Pf）
  曲目： モーツァルト ピアノ・ソナタ第１番ハ長調KV279、
   第 8（9）番ニ長調KV311 ほか
 28日 江戸音楽の巨匠たち～その人生と名曲～④【邦楽】
  宮古路豊後掾（豊後節）
  出演： 竹内道敬、渡辺保（対談）、菅野序恵美、
   常磐津一巴太夫（浄瑠璃）、菅野序枝、
   常磐津英寿（三味線）ほか
  曲目： 一中節「睦月連理 」、常磐津「積恋雪関扉 上」

２月 13、14日 紀尾井シンフォニエッタ東京 第 68回定期演奏会
  出演： ハルトムート・ヘンヒェン（指揮）、
   アレクサンダー・マルコ=ブールメスター（バリトン）、
   紀尾井シンフォニエッタ東京（Orch）
  曲目： メンデルスゾーン オラトリオ「エリア」Op.70
 17日 江戸音楽の巨匠たち～その人生と名曲～⑤【邦楽】
  富士田吉治、四世杵屋六三郎（長唄）
  出演： 竹内道敬、徳丸吉彦（対談）、杵屋禄三、東音宮田哲男（唄）、
   杵屋六三郎（三味線）、藤舎呂船連中（囃子）ほか
  曲目： 「吾妻八景」、「隈取安宅松」
 21日 紀尾井の室内楽vol.13
  菊池洋子モーツァルト ピアノ・ソナタ全曲演奏会②＜全４回＞
  出演： 菊池洋子（Pf）
  曲目： モーツァルト ピアノ・ソナタ第２番ヘ長調KV280、
   第３番変ロ長調KV281 ほか
 24、25日 女流義太夫の新たな世界【邦楽】
  出演： 竹本駒之助（浄瑠璃）、鶴澤津賀寿（三味線）、吉田文雀、吉田和生（人形）ほか
  曲目： 「加賀見山旧錦絵」第七段、長局の段 ほか

1・2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〉

≪特別賞≫　賞状・トロフィー／副賞100万円
金山茂人氏（東京交響楽団理事･最高顧問）
【受賞理由】
30年にわたって東京交響楽団の楽団長
を務め、同オーケストラの演奏、企画の
充実、経済的基盤の安定に尽くした。そ
の後、日本演奏連盟、日本オーケストラ
連盟なども拠点に活動の幅を広げている。
音楽界全体を確かに見渡しての意欲的な
発言と行動は、日本の音楽界の将来を展
望する活力の中心になっている。

（財）新日鉄文化財団と（財）日
本伝統文化振興財団は、2008年
5月28日に紀尾井小ホールで行
われた、人間国宝 竹本住大夫氏
による『住大夫三夜第三夜、伊
賀越道中双六「沼津の段」』（主
催・（財）新日鉄文化財団）のラ
イブ収録映像DVDを発売した。
人間国宝 竹本住大夫が、3年
間にわたって紀尾井小ホールで
つとめた『住大夫三夜』の集大成
というべき最終回は、チケット
が発売直後に売り切れるなど大
きな話題となった。80歳を越え
てなお文楽義太夫の第一人者と
して活躍する住大夫の渾身の至
芸は大いなる感動を呼んだ。
対談では山川静夫氏の絶妙な

新日鉄文化財団 人間国宝 竹本住大夫「沼津」のDVDを発売
話芸で「人間・住大夫」の芸を浮き
彫りにしたが、この模様も収録さ
れている。また36ページにわたる
同梱ブックレットは、竹内道敬氏
が解説・詞章を監修し、初心者に
もわかりやすいものとした。
今回の企画は、紀尾井小ホー
ルにおける邦楽主催公演の貴重
な映像記録を幅広く提供するこ
とを目的に、日本の伝統音楽に
関する優れた公演を行っている
新日鉄文化財団と、日本の伝統
文化・民族芸能の調査・記録・
保存・公開を進める日本伝統文
化振興財団が連携して実現し
た。本DVDは邦楽愛好家のみ
ならず、若年層や海外も含めた
幅広い方々に、日本の伝統文化

の真髄を知ってもらい、さらに
は教育現場などで活用されるこ
とも期待している。
今後も両財団は、今回のよう

な形で優れた公演を記録し、日
本の伝統文化の普及に努めてい
く活動を推進していく。

＜商品概要＞
竹本住大夫 伊賀越道中双六「沼津の段」
内容：DVD1枚（109分）、字幕（詞章）あり。
ブックレット36ページ（英文解説付）
出演：竹本住大夫（浄瑠璃）、野澤錦糸（三味線）、鶴澤清志郎（ツレ・胡弓）
対談：竹本住大夫・山川静夫
解説・詞章監修：竹内道敬
価格：6,300円
企画・制作・著作：（財）新日鉄文化財団、
　　　　　　　  （財）日本伝統文化振興財団
発売元：（財）日本伝統文化振興財団
販売元：ビクターエンタテインメント（株）

お問い合わせ先　
（財）新日鉄文化財団 　

TEL 03-5276-4500（代） FAX 03-5276-4527

© N.Ikegami

本商品は最寄りのCDショップ、
ネットショップなどでお求め下さい。
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