


当日のプログラム

新ケミカル商事設立10周年記念

「能楽と洋楽をあなたに」
北九州市・響ホールにて開催

開催日 平成27年2月1日（日曜日）

会場  北九州市立響ホール

北九州市八幡東区平野1丁目1－1　TEL 0
93 - 66

2 - 401
0

開催時間：開場 13：
30／開演 14：

00　入場料：500円

チケットお問合せ

・新ケミカル商事株式会社九州支店　093 - 5
41 - 20

71（
10：00～16：00、

土･日･祝は除く
）

・北九州音楽協会　090 - 5
296 - 4

688

Ⅰ部：能楽

 
舞囃子　高砂・船弁慶

 
出演：シテ：高砂／鷹尾維教　船弁慶／鷹尾章弘

Ⅱ部：声楽＆ピアノ

 
声楽：ヴェルディ／乾杯の唄（歌劇椿姫より）他

 
ピアノ：リスト／愛の夢 第 3番　他

 
出演：北九州音楽協会会員

Ⅲ部：アンサンブル

 
サン＝サーンス／動物の謝肉祭

 
出演：北九州音楽協会会員

 

＊曲目・曲順が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

演目

主催　

・北九州音楽協会

後援　 北九州市・北九州市教育委員会

日豊ホールディングス株式会社・新日鉄住金化学株式会社

さる平成27年2月1日（日）、北九州市の響ホールにて、
新ケミカル商事の設立10周年を記念して
「能楽と洋楽をあなたに」と題した音楽会を主催。
当地のみならず全国でもめずらしい、
能楽とクラシックを同じ舞台で観賞できる機会とあって、
チケットは売り切れ、当日は盛況のうちに幕を閉じた。

新ケミカル商事の新たな1ページを刻むにふさわしい
イベントを、社員同士が力を合わせて主催できたことは、
社のイメージと知名度に貢献したことはもちろん、
社員にとっても今後大きな自信と指針になるに違いない。

Ⅰ部：能楽
舞囃子　高砂・船弁慶

～休憩～　ロビーコンサート

Ⅱ部
G. ヴェルデイ／乾杯の唄　歌劇「椿姫」より
G. プッチーニ／私のおとうさん
　歌劇「ジャンニ・スキッキ」より
G. プッチーニ／誰も寝てはならぬ
　歌劇「トゥーランドット」より
L. バーンスタイン／トゥナイト
　ミュージカル「ウエスト・サイド物語」より
F.リスト／愛の夢　三つの夜想曲より第3番
Z.コダーイ／マロシュセーク舞曲

Ⅲ部
C. C. サン＝サーンス／動物の謝肉祭

第1曲 序奏と獅子王の行進　　
第2曲 雄鶏と雌鶏　　
第3曲 らば　　
第4曲 亀　　
第5曲 象　　
第6曲 カンガルー
第7曲 水族館
第8曲 耳の長い登場人物
第9曲 森の奥のカッコウ
第10曲 大きな鳥かご
第11曲 ピアニスト
第12曲 化石
第13曲 白鳥
第14曲 終曲

太平の御代を寿ぐ「高砂」の舞



新ケミカル商事（株） 代表取締役社長 

上田哲則

　平木商事、水谷商事は4月1日付にて新生
「みらいアグリ（株）」として更なる営業の強
化、商圏の拡大に向け新たな一歩を踏み出し
ました。肥料業界は円安に伴う輸入原料、無
機化成の流通量減少に加え、生産物の価格低
下を受け農家の施肥も減少しています。また
国内有機原料においては高値高止まりに加え
品薄状態が続いています。今年度新体制での
取組みとして、有機原料の開発、全国への生
産拠点開発に重点を置き、安定供給、収益確
保の実現化を目指します。
　現在、関東に提携工場を持ち、商品価値の
高い原料を全量買付しております。九州地区
でも既に提携に向けた調整を進めています。
今後は関西・東北・北海道とエリアを拡大し
ていく予定です。
　国内だけではなく、海外（特に中国）に向
けグローバル的視野でオリジナリティーのあ
る商品の輸出を進めていく所存です。企業と
しての新たな進化と枠に囚われない取組みで、
中期経営計画1,000億達成に向け、大いなる
挑戦をしていきます。

「新たなる挑戦」
みらいアグリ株式会社 
代表取締役社長　 平木惠美子

　新ケミカル商事はH26年度470億円を基点として、5年後に連結
売上高1000億円を目指しています。その初年度であるH26年度は、
80億円売上高を伸ばし、ほぼ550億円迄到達しました。順調な滑り
出しです。
　この一年の伸長を助けて頂いたのは、当社のパートナー会社です。
パートナー会社は、当社では深耕できない専門分野で、独自の技術
を駆使し活躍頂いております。パートナー会社には、今後も独自の
成長を期待すると共に、新ケミカル商事とのコラボレーションによ
りグループとしての発展に寄与いただくことを期待しています。
　今年のスローガンは「挑戦」です。「挑戦」なくして売上高1000

億円の達成はありません。各パートナー会社の代表者に「挑戦」に
ついて語っていただきました。

みらいアグリ（株）／福岡

日興ケミカル（株）／大阪
（株）灰孝本店／京都

（株）アイ・エル・シー／福岡

新凱美塑料香港有限公司／香港

新化実（上海）貿易有限公司／上海

新ケミカル商事を支える
パートナー会社特集
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「誰よりも一歩先へ」
株式会社灰孝本店
代表取締役社長　 山内一正

　平素は、熱きご指導を賜っておりますこと
厚く御礼申し上げます。
　弊社は、毎年年初の社長方針に一文字を掲
げ、社員全員で共有し年初の誓いをしており
ます。今年は「先」の一文字を掲げさせてい
ただきました。「先」という言葉にはいくつ
かの「先」があります。
　一つ目の「先」は、将棋や囲碁に代表され
るような予見できる「先」であります。戦局
により相手の出方を幾通りも考え、場合によ
っては最後まで何十手先までを幾通りも読む、
そのようなことができる「先」であります。
　二つ目の「先」は過去の相手の出方を学習
することにより次の一手を読む「先」であり
ます。たとえば、野球における相手投手の投
球を読む「先」であります。何通りか考えら
れる中で、次の一手として相手が何を選択す
るのかを読んで、それに対応する手を打つ
「先」であります。
　三つ目の「先」は数手先を有利に進めるた
め、次の一手を選択する「先」であります。
たとえば、冬季オリンピックの競技の「カー
リング」をご存知でしょうか？　この三つ目
の「先」は、この競技に代表される「先」で
あります。「次の一手」を打った後、その状
況に応じて、また「先を読む」……そんな
「先」であります。
　「誰よりも一歩先へ」そしてまた心の支え
として「先人の志を大切に」を合言葉に、
130年の歴史の重みをしっかりと胸に持ち、
新ケミカル商事様と共に新しい未来に向けて、
社員一丸となって挑戦してまいります。今後
とも何卒ご指導ご鞭撻を賜りますようよろし
くお願いいたします。
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　昨年26年度より新ケミカルグループに加わ
りました。当社には、アルミペーストのマス
ターバッチとゴミ袋の原反シートという2本
の柱があります。しかしながら将来、エネル
ギー事情の変化等、取り巻く状況はこれまで
に経験したことのない規模とスピードで変化
しており、それに迅速に対応することはもち
ろんですが、従来とは大きく異なった事業展
開が必須です。
　関西での新ケミグループは様々な業種とメ
ンバーも益々増えております。人的交流を含
めた環境を整え、垣根を越え、従来とは異な
った仕事にもチャレンジすることが必要で
す。当社の役割は再生樹脂及びそれに関わる
リサイクル事業の中軸を担いながら、今まで
にない新しい商材（異型押出機の製品・新素
材フィルム等）の拡販によってグループ全体
がさらに大きくなるよう努力することだと考
えます。
　関西地区の新ケミグループは現在「熱く、
熱く」なっております。さらに燃え上って、
目指すは新ケミ全体の中核。グループの一員
として当社は、5年先を待たずに、売上・利
益倍増を目指します。売上1,000億の「夢」
に向かって、パートナーの会社の皆さん一緒
に頑張っていきましょう！

「熱く、熱く、挑戦！」
日興ケミカル株式会社
代表取締役社長　 吉﨑隆美



　弊社は、昨年10月末に新ケミカル商事グ
ループの一員として、お世話様になっており
ます。
　アイ･エル･シーは、ボイドスラブ業界で
二方向性の平面中空スラブと言う特殊工法で、
特にマンション部門で高い評価を頂いています。
　当社も微力ながら、新ケミカル商事中期5

ヵ年計画「NCT-26」1,000億売上達成目標に向
って、建材事業の業容拡大に一段と努力する
所存です。
　当社は、これまで九州重点主義で売上拡販
に努めてまいりましたが、全国展開として関
東、関西のマーケットシェアーの拡大に重点
を置き全国制覇をめざす営業展開に切り替え
てまいります。
　また、ボイドスラブ工事に関連したハーフ
PC（フライアシュセメント混在）や二重床
（置き床）の新規開発も重要課題です。
　こうした連動商品をクリアーして行けば、
スラブ業界での存在感が一段と高まるものと
確信致しております。
　特色のある・夢のある企業として「若い
人」の結集で “強い商品” “強い人” をモット
ーに、売上拡販に全員参画で全力投球いたし
ます。

「強い商品・強い人」
株式会社アイ・エル・シー
代表取締役社長　 乾 宗元

　上海社は新ケミカル商事の中国の商業の基
点として、2010年4月に設立されました。上
海は中国の中心で多種多様な製品の売買の拠
点であり、中国から汎用製品を日本に、日本
から特殊製品を中国につなぐ懸け橋として重
要な役割を担っています。4年後のNCT-26達
成のために、上海社は情報発信基地として今
以上に存在感を出すとともに、自社でも従来
の化学品や肥料だけにとらわれず、コークス
や樹脂等販売の幅を広げていきます。新ケミ
NCT-26の達成に、社員一丸となって全精力
を注ぎ込んで行く所存です。

　香港社は新日鉄住金化学の難燃ポリスチレ
ンの事業譲渡を受け2014年4月にスタート
した樹脂のメーカポジションを持つ会社です。
直近では①既存事業の拡大②新日鉄住金化学
との共同でのノンハロ事業の拡大③透明材料
事業の拡大が最大テーマです。しかし、NCT-

26達成には川下展開、海外展開が重要なポ
イントであると考えております。香港社を樹
脂事業の拠点として、樹脂事業、再生材事業、
成形品事業の柱を作り、東南アジアを見据え
た事業シナリオを構築中です。M&A、資本参
加、人材投資を含め積極投資を進めていきた
いと考えております。

「上海・香港の展望」
新化実（上海）貿易有限公司・
新凱美塑料香港有限公司　
董事長　 油嶋武晴
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