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株主の皆様に告ままずまず遥遺

当社株式は、昨年3月 1日に東京証券取引所の市場第

一部へ指定換え上場を果たしました。中期三カ年計画

「FORCEl」 の目標であつた指定換えの実現で、社内の

士気も向上し、よリー層株主の皆様のこ期待に沿うべく

三カ年計画の最終年度の業務を遂行して参りました。

詳細に関しましては、決算発表をお待ち頂きますが、

会社業績は二年に亘る、原油価格の高騰を背景とした、

スチレンモノマー・ポリスチレン・ポリエチレン・ポリプロ

ピレン等原料の値上りが、会社努力に先行する形で続き、

市場での製品価格是正も遅れ気味となり、採算管理の厳

しい一年となりました。

また、影響の大きかつた個別事情として、米国ビッグスリー

の自動車販売が低迷し、部品メーカーの一部には、わが国

の民事再生法に当たる「チヤプターイレブン」を申請する

会社も発生し、当社も一部貸tllれ引当金の積立を余儀なく

されました。国内でも、平成1フ年3月 期決算に多大なる貢

献をした関連会社日本アクリエース(株)の リアプロジエ

クションテレビ用素材が、機種のモデルチエンジの動きの

中で大量の市中在庫過多状況のため、旧タイプの販売が

激減し大幅な業績悪化を招きました。然 しビッグスリー
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祥のこととお喜び申し上Lザま帆

への販売には、従来用途のパンパーコア材に加え、新たな

用途としてリアシートの芯材向けの実装もスタート致しま

したし、リアプロジェクションテレビも旧タイプは在庫圧

縮され、新タイプ製造も順調に始まつており、共に回復の

過程に有りま軌

この平成 18年 4月 より始まる第49期 は、平成20年 を

最終年度とする新三ヵ年計画 「REMAKE21」 の初年度と

なります。詳細は次号でご報告申し上|ザますが、年商一千

億円企業に向け、諸対応策を着実に進めて参りま曳 本年

度は、チェコの新工場が6月 に稼動 しヨー回ッパでの需要

拡大に対処、韓国でも旺盛な需要の伸びに応えるため第

二工場 (釜山の北、金泉市)を取得、9月 には本格稼動の予

定です。北米でも、自動車メーカーの生産立地の動きに併

せて、南部テネシー州への生産能力の再編強化も整い、乗

用車のリアシート向け部材のほか、新用途のアメフトフィー

ル ドの、グランド改良ブロックも受注拡大への生産対応準

備が整いました。

国内でも、三菱化学フォームプラスティック(株)との合

併による四日市地区の設備再編投資も完了し、いよいよ人

的・技術的効果に加え、生産面での業績シナジー効果も期

待されます。また、PSP事 業の能力適正化と鹿沼地区ヘ

の生産統合計画も予定通り進捗しており、これに伴い、平

J S P Corporation

塚工場は本年夏に開鎖となります。売却後の現在地には、

「(株)JSP創 業の地」の記念碑建立も計画されておりま

すので、明年以降に機会が有りましたらお立ち寄り下さい。

当社は昨年、日ころの株主の皆様からのこ支援に感謝

の意を表すため、期末配当について、当初予定の年間10

円の一株当たり配当を、12円 に増配させて戴きました。

当面はこの水準を最優先で確保すると共に、よリー層の業

績拡大を目指し、株主の皆様のご期待にお応えする所存

でございます。                  1

株主の皆様には、今後とも変わらぬこ支援をお願い申し

上1ザご報告ご挨拶と致しま曳

平成18年 4月

工  安 う砕

」SPニ ュース No.56



JSP
Company 8ntroduction

カンパエー紹介

JSPグ ループは「REMAKE21」 を含言葉に
新たなステージヘと飛躍します。

平成18年4月より新・中期経営計画「REMAKE21」 を掲

げ、新たな目標に向けて遷進するべくスタートを切りました。

世界市場でも事業拡大を目指す高機能材カンパニーにおい

ては、機能材グループを新設するなど機構改革を行い拡販

体制を整え、一層の活性化を図ります。

これまでの「JSPニ ュース」では主に事業報告としての内

容の中で事業分野別(シート事業、ビーズ事業、ボード事業、

その他事業)や、関連会社などについては随時紹介をしてき

ました。今回は、合併後3年 目を迎える」SPの 中核である4

カンパニー、1推進室を改めて紹介させていただきます。

「REMAKE21」 のキーワードのもと、荒波を乗り越える

告カンパニーの意気込みと、さらにはもつと」SPを 身近に感

じていただければと存じます。

生活産業資材カンパエー

高鶴能材カンパエー

建繁土木関材カンパエー

」SPニ ュース No.56



」S P Corporation

プレジデント取締役

飯野 勇一

生活産業資材カンパ三―

気づかすに、皆様の身近に有る製品、それを扱つているのが

生活産業資材カンパニーです。スーパーでのお買い物で、食品

の鮮度を守り持帰り保存のため使われている、トレーや弁当の

容器・折箱は、当社の発泡ポリステレン製品で作られた物かも

知れませんし、インスタントカップ麺の丼もそうです。又、コン

ビニのパスタ容器などで、電子レンジでの加熱に負けない樹

脂であるPPを使つた発泡品も有りますし、折箱と同じ素材の「ミ

ラボー日は、店頭のディスプレーの板としてや、写真やポスター

を貼る台紙などにも使われています。

ノートパソコンや液晶テレビなどを、柔らかく優しく包んで

いるのは、発泡ポリエテレンシートの「ミラマッ日や、空気をシー

トに閉じ込めプチプチ感の有る「キャプロン」が活躍しています。

暑い夏に限らす、日ころ喉を潤す缶飲料のアルミ缶も、飲料を

入れるために缶メーカーから飲料メーカーに輸送される時には、

缶をへこみや傷から守るため、発泡ポリエテレンボードの「ミ

ラプランク」が暑いトラックの荷室で、缶同士の揺れの喧嘩を

仲裁し守つていま曳 「ミラマッ日 は、野菜やお米が稚首の時に、

強すぎる紫外線から適度

に守り、昼夜の温度変化を

少なくし、運しい体質に育

てていますし、「ミラネッ日

はりんごや梨やメロンなど

の、輸送による傷みを減ら

すためにダンボール箱の

中で、暗さに耐えて皆さん

と会う瞬間を待つていま曳

「ミラマット」では最近、

永久帯電防止機能を付与

する製法技術を開発し、特

許を取得致しました。この機

能が評価され、液晶テレビ用

のガラス基材の保護用に、大

型化するガラスとガラスの間

で重さに耐えながら、外部か

らの埃や、表面の傷つきを防

いでいます。この永久帯電防

止ポリマー技術は、PP製 品に

も開発応用され「ピーシャイン」

や、複台素材の「ミラシャイン」

の開発に結びつき、静電気や

挨を嫌う高度電子部品の包材

として高い評価を得ています。

それぞれの製品は、発泡させることで90%以 上が空気で出

来ていますので、貴重な資源を有効に活用し省資源化に取組み、

空気の力を借りて断熱性やクッション性の他、様々な特徴を持

ちながら省エネにも貢献し、地球に優しい製品になつています。

これからも皆様のお側に居続ける製品開発を続け、業績の

向上を図つて参ります。

ミラネット(キャップネット)

」SPニ ュース No.56

PSP食 品 トレー 発砲ポリエチレンシー トミラマット



翼里単男け,(笙世潜外

高機能材カンパニー

当社が世界で初めて発明し、主力製品のとつであるピーブロッ

ク(ビーズ法ポリプロピレン型内発泡体)をはじめ、ミラブロッ

ク・エルブロック(共にビーズ法ポリエテレン型内発泡体)、グリー

ンブロック(完全生分解性ビーズ型内発泡体)と、原料である

Expanded Polypropytene=発 泡ポリプロピレンビーズな

どを高機能材カンパニーは扱つていま軌

発泡体を造るにあたり、原料「ビーズ」はボップコーンを作る

ときの「トウモロコシの実」のイメージを、また、ピーブロックや

ミラブロック、工)レブロック、グリーンブロックなどのブロック

状のものは、金型に「ビーズ」を入れ熱と蒸気で膨らませ(発泡)

て造るので「たい焼き」や「人形焼」などを想像していただくと

解り易いかと思います。

この要領で金型を変え、顧客の要求を満たした形状(ブロック)、

発泡倍率にして販売していま帆 さらに当社の高度な技術では、

ひとつの発泡体の中に違う倍率部分を持たせたることも可能

で畝 これら「ブロッ例 、特にビ■ブロックは自動車用のバンパー

コア材、側突パッドや、家電・OA機 器、精密機器などの緩衝包

装材として使用されています。中でも自動車部材では国内のみ

ならすアメリカ、ヨー回ッパ、アジアの国々の主要メーカーで使

用されており、これら海外で

の需要に応えるべく05年 8月

には中国の無錫に第2期 ビー

ズエ場が完成、ヨーロツ のヾチェ

コ共和国 ・ヘプ市にもビーズ

エ場を建設していま曳

最近では、衛星放送受信ア

ンテナの内部材とじてピ上ブロッ

クが採用されたり、特殊製法

により透水,吸音効果のある製

品<PEPP(ペ ップ)>な どが

開発され、自動車のフ回アー

材や屋上緑化用の透水・排水板などに使われており、更なる分

野での広がりが期待されていま曳            1

このように高機能材カンパニーの製品は実際にはあまり目に

触れない部材から、OA機 器などの緩衝材まで、脇役でありな

がらしかし無くてはならないものとして、今日も世界の舞台でしつ

かりと主役たちをサポートしていま曳

吸吉効果を持つ PEPP<ベ ップ>(自 動車部材)

プレジデント執行役員

臼井 宏

ピーブロック 自動車用パンパーコア材

」SPニ ュース No.56
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EPSカ ンパエー

EPSと は、ステレンモノマーを原料に作られる、発泡性ポリ

ステレンビーズのことで、一般的に発泡ステロールと呼ばれて

います。日本では、水産物を入れる魚箱の用途が約半数で、そ

のほか家電製品の緩衝材や、野菜・果物の保温箱、土木・建築

の用途など、広範囲に利用されています。

日本での製品の歴史は、40年 以前の1964年 にドイツの

BASF社 と三菱油化(株)との含弁会社油化バーディッシェ(株)

での製造販売に始まり、それが現在当社に受継がれています。

製品は980/0以上が空気の泡で出来ていますので「省資源」であ

りながら、その高い物性から「省エネ」に貢献し、際 境に優しい」

製品です。叉、そのかさばりがゴミとして目立つことから、他の

プラステックよりいち早くリサイクル活用に取組み、今では全国

各地の水産物中央卸売市場にはリサイクル回収機が導入され、

業界でも原料メーカー・カロエメーカーが共に参加して、「発泡ス

テロール再資源化協会」略称JEPSRA(ジ ェプスラ)を設立し、

全国136ヶ 所にエプシープラザを設置、自主回収と各手法の

リサイクルにより、資源の有効再利用を実行し、リサイクル率

は約70%を 達成しています。一方、当社のYBチ ップは地球温

暖化問題への国内対策として生まれた、LCA手 法を用いた「エ

コリーフ環境ラベル」に登録し、非定型商品への充填包装材と

して、家電修理・通販商品の輸送梱包などに、その利用を増や

」S P Corporation

しております。

型物梱包材は一時期、家電

メーカーの生産海外移転の影

響を受け、需要が収縮し苦戦

しましたが、高度技術製品の

国内生産回帰に加え、特徴あ

る梱包材の提案により、家電

分野での需要も回復して来て

いま曳 一方海外では、土木工

事の道路盛土工法、高度省エ

ネを目的とした建築物の外壁

断熱工法など土木・建築分野

の利用が拡大しており、用途の過半数を占めています。そこ

で当社でも、コンクリート建築物への普及を図り、「透湿外断

熱システム協議会」と共同で新市場の開拓を行つています。ま

た土木分野への需要拡大は、関連部署や顧客との連携により、

工法開発や普及に取組んでいま抗

今期は依然原料価格の変動が予見されますが、適正なる価

格の維持と新用途開発により、売上高前年比3%以 上の伸長を

目指しま曳

| '

「エコリーフラベル』認定のYBチ ップ

プレジデント取締役

寺西 耕―

′無

発泡ポリスチレンピーズ
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カンパニー紹介

建築土木資材カンパエー

建築土木資材カンパニーは、ポリスチレンを原料とした厚物

の押出発泡製品であるミラフォームを中心とする建築 ・住宅資

材分野と、ステロダイヤ(発泡性ポリスチレンビーズ)を型内発泡

させたEPSブ 回ックを中心とする土木資材分野から成り立つて

います。

ミラフォームは優れた断熱性と抜群の寸法安定性を持ち、省

エネルギー効果の高い製品で曳 大きなブロック発泡体を押出し、

エージング(養生)後それをスライスする旧来の製造方式ではなく、

当社独自の単板押出方式は業界初で1977年 3月 に完成しました。

建築資材部ではミラフォームを主にRC造 (強化コンクリート)

建築物(ビル・マンション)向けの高断熱材としてゼネコンなどに

販売をしています。この他、ミラフォームの特性を活かしたさま

ざまな工法とともにミラフォームの複含品であるミラックパネル、

ミラックスラブライト、コーナーボード、ミラフォームパネルな

どを上市してきました。耐震用の」―スリットも最近の開発商品で

曳 また環境に配慮したリサイクル品ミラキューブは1000/0回収

品を粉砕し、仕分けも減容もせすそのまま連続成形したエコ商

品で曳

住宅資材部では戸建住宅の外張断熱や化学畳の芯材としてミ

ラフォームを正務店や畳商に販売 していま軌 高齢化社会を向

かえ、パリアフリー薄畳なども好評な商品で軌

この他、建築分野以外でも

冷凍・低温倉庫や車両、蓄熱槽、

仮設八ウス等でミラフォーム

はその性能を発揮 していま曳

土木資材部は前述しました

ように、スチ回ダイヤブロック

を主体としており、軽量盛土材

や排水資材、凍上防止材、橋梁

軽量材などとして建設業者に

販売されています。最近では

EPSブ ロックに無機質の軽量

モルタルを直接複合積層した

ウォールブロックを開発し、販路を拡大していま軌

ステロダイヤの工場からビーズの供給を受けた関連会社でブ

ロックが成型されま曳

建築土木資材カンパニーを取り巻く環境は、低金利や景気回

復を背景とした住宅着工戸数は増加を見せているものの、原料

のポリスチレンの激ししヽ価格上昇などから厳しいものがありま

す。工法開発や新用途開発によつて売上の増加を図り、競合に

巻き込まれない新製品やさらなる用途開発をよリー層進めて参

ります。

プレジデント取締役

木村 茂久

醒   」
SPニ ユース No.56

ミラフォーム外張断熱工法 EPS軽 量盛土工法



新事業推進婁

新事業推進室では、三菱化学フォームプラスティック(株)と

の合併により、技術を結実させた「八イブリットフォーム」の製造

販売と、用途開発を進めていま軌 これは、内・外装表皮材とな

る無発泡樹脂の内部に、発泡体を一緒に成型する当社独自の開

発技術による製品で曳

現在の主な用途は、大手浴室メーカーのユニットパスルーム

の天丼などに断熱性の有る、堅牢な構造材として多く採用され

ていま曳 また、若い女性に人気のミストサウナ浴槽の断熱蓋や、

「省エネ大賞」を受賞したTOTO魔 法瓶浴槽も当部署が共同で

製品開発を担当し、その詳しい経緯は日経ビジネス刊「技術屋

たちの熱き闘い」に掲載されていま軌 開発されたばかりの独倉」

技術で、その利点による用途拡大は大変楽しみなところで軌

新しい用途開発を一つこ紹介しますと、その軽量性と断熱性、
一体成型による取付工程の効率性などから、乗用車の室内空調

のダクトに採用が決まつていま

す。多く|よお話 しできませんが、

この秋にモデルチェンジにな

る乗用車に装備されます。こ

れの応用として、静吉性により

マンションや住宅の各種ダクト

ヘの展開も期待されま曳 また、

次の新事業製品として、無発

泡ながら特殊機能を付与 した、

食品包装向け新製品も開発中

で軌

この様に、新事業推進室で

は高度技術の確立による迅速なる新製品を開発し、皆様の新し

いお役に立つ事を日々心がけていま曳          l

」S P Corporation

」SPニ ュース No.56

取締役
新事業推進室管掌

原田 正広

型
開
き
と
死
成

発泡ピーズ充項
・融若

完担 ピーズ

′ヽリツン降下  エ アー吹き込み

ブロービン 金 型    エ アー

スーパーブロー成型略図

スーパーフォームダクト(多層)

スーパーフォームダクト(単層)



トッピクス
」S P Corporation

「ルネQ」が「十大新製品賞」を受賞

「JSPニ ュース53号 」で紹介致しました、住友電気工業(株)

Aイ ブリッド製品事業部で開発製品化された「ルネQ」が日刊

工業新聞社により、2005年 度の「十大新製品賞」を受賞しま

した。

これは、「電波レンズ」の理論を、優れた技術開発により製

品化を実現した、画期的取組みが評価されました。

全方向からの電波を、レンズの様に受信部に集めて受信で

きるもので、複数のアンテナを必要とせす一台で多くの衛星

放送を受信・視聴できるという、優れものです。

コンパクトに設置でき、その半円球の形状特性により、強風

や雪などの電波障害を受けやすい自然環境にも強く、安定し

た視聴が可能となりました。

ここにも、当社の優れた製品技術が貢献しています。

電波を受信部に導くため、8層構造で且つそれぞれの密度(発

泡倍率)を変えた「ピーブロッ例 が収納されていま曳

高い品質管理が要求され、開発にも苦労が多くありましたが、

この受賞は当社にとっても誇らしく思います。

ルネQ内 部構造

lHF,  」SPニユース No.56



JSP
introduction of New Product

新製品紹介

当社が開発した、無架橋発泡ポリエテレンシー

トの 「ミラマット」に、永久帯電防止の製品が開

発されいよいよ「エース」登場の意味を込め、

製品名 「ミラマットエース」として発売 しました。

従来、多くのプラスチックは炭素化含物とし

ての宿命から静電気等に需電 し易く、厳格な

管理が要求される場合などは、帯電防止剤を

表面に塗布するか、練 り込んで製品化するな

どの工夫をしていました。

但 しどちらの場合も、時間経過と共にその

効果が減衰 したり、また表面の帯電防止剤が

保護すべき製品に転写 して、製品を汚すなど

の悩みが有 りました。

当社は、帯電防止効果をポリマー化し、多層

構造に積層化することでこの難問を解決 し、

特許を取得 しました。

現在、薄型テレビ関係の普及拡大に対処す

べく大型化されている、液晶 ・プラズマ向けの

ガラス基板の輸送用に、表面の汚れや傷の防

止のために、大きなガラスとガラスの間に挟ま

れながら活躍 しています。

その他、小型 ・微細化されたICチ ップなどや、

コンピユーター ・パソコン関係の部品など、ま

た携帯電話の保護にも、その活躍の場を広げ

ています。

ミラマットA カ タログ表紙

」S P Corporation

ミラマットA 使 用例

」SPニ ュース No.56

「ミラマツトエース」

０
”



縛患ビタ讐るモけれ転Fh

卓芸単一 」SPカ レンダー

瑠

」anuary

February

日刊工業新聞『2005年 十六新製品賞 本富」受目
]月4日 付け 日刊工業新間に「2005年 十大新

製品賞」の受賞製品が掲載され、「本賞」に住友

電気工業 (株)のマルチサテライトアンテナ「ルネ

キュー40」が選ばれました。

この内部材として発泡倍率の異なる8層 のピー

ブロックが使用されています。

線平成 18年 3月 期 第3四 半期連結業績の観況発表

1月31日、平成18年3月期 第3四半期連結業績の概況を
東京証券取引所に報告し、対外発表致しました。

売上高

営業利益

経常利益

四半期純利益

6ア816(百 万円)

2,728

2,689

1,244

組織変更及び人事異動

2月 24日 、平成18年4月 1日付組織変更及び人事異動を対外発表致しました。

【組織変更】

高機能材カンパニーに

機能材部機能材グループを新設し、
」SPモールディング(株)営業部の

業務を移管する。

(新組織田)

【執行役員人事異動】
<新 担当>   高 機能材カンパニー管掌

建築土木資材カンパニー管掌兼土木資材部長

QCサ ークル活動全国大会開催
3月 ]1日、恒例のQCサ ークル活動

発表会全国大会を東京国際フォーラムで

開催いたしました。

長谷川

塩坂

博昭

健

翻鶴圏機  」SPニユース No 56



」S P Corporation

務申蕊こ '寿千馬ri財団法人パイオインダストリー協会より感鞘状を授与

昨年愛知県で開催されました「愛・地球博」において、当社の食品用耐熱トレー彫ヾ

イオミクロンL(生分解性プラスチック)」を納入しました。期間中の会場内での使
用を通じてパイオプラスチック製品の普及と開発活動に大きな貢献をしたとじて、

財固隊人パイガインダストリー協会 ′ヤ オプロセス実用化開発事業 日&Dコ ンソ
ーシアム より感謝状を授与されました。

「業績予想のほ正に関するお知らせJを発表致しました

3月2フ日、東京証券取引所に平成18年3月期の僕 績予想の修正に関するお知らせ」を報告いたしました。
これはフランスの持株会社の財政悪化により、出資金の実質価額を見直し、単体決算において特別損失として
計上することが確実となった為で曳

尚、連結での当期純利益は見込みを確保する予定で曳

【平成18年 3月期通期連結予想数値の修正】

売上高
前回発表予想             9o,400
今回発表予想             89,000

(ご参考)前期実績(平成1フ年3月期)  87,134

3月 31日  平 成18年 3月期決算日

資本金の変更(平成18年 3月 31日 現在)

怠
甜
状
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経常利益

3,500

3,000

4,552

(単位 :百万円)

当期純利益

1,600

1,600

2.375

」SPニ ュース No.56

資本金

前回報告

99億 62百 万円

(平成1フ年9月末日)資 本金99億 6百万円 56百 万円の増加

刷４

発行済株式総数 3,096万 2干株

変更理由    ス トックオプションの行使

ロコンプライアンス委員会を組織

4月 1日付けで、5月 からの新会社法施行に対応するべく社内規定を見直し、
コンプライアンス規定に基づく 「コンプライアンス委員会」を組織しました。

社長を最高責任者とし、事務局は総務人事部に設置しました。

日瓦14月 末 決 算発表予定

回周15月 1フ日 当 社社長井上が発泡ポリスチレンエ業会 (EPS)会 長に就任

□ 6月 上 旬 決 算説明会開催

‐    下 旬 第 48回 定時株主総会開催

今後の

予定



JSP

百

所  在

事 業 内

設    立

資  本  金

決  算  期

従 業 員 数

事 業 所 他

主要関連会社

Corporate Data

会社情報

号  株 式会社」SP

地  本 社 東 京都千代田区丸の内三丁目4番2号

容  発 泡プラスチック、

その他合成樹脂製品の製造販売および輸出、

土木・建築工事の設計・請負および管理

1962年 (昭和37年 )1月

99億 62百万円

9月(中間)3月

761名 (男649名 ・女112名)

6営業所H2工 場、2研究所

国内12社、海外20社

Questionnaire

アンケー トのお願い

株主アンケートのお声を頂戴いたしたく、アンケートヘのご協力を願い申

し上げます。なお、本アンケートを当社ディスクロージャーの充実以外の

目的には利用しないことをお約束いたします。

当社林式にいつ順投資されましたか

① l年以内  ② 2～3年前   ③ 4～5年前

④ 5年以上前 ⑤ 株式公開時から

当社株式に出田された理由をお田かせください8田距亜野D

①安定性 ② 将来性 ③ 経営方針 ④ 財務内容

⑤配当金 ④ 製品サービス  ○ 株価

③証券会社の薦め ②その他

当社株式に対する今後のjalを お田かせください

①当面保有

③売却

②買い増し

④その他

」SPニュースについて印象をお問かせください

①わかりやすい    ② 見やすい

③わかりにくい ④見にくい

興味を持たれた内書はどれでしようか(複数回害可)

①社長メッセージ   ② カンパニー紹介

③トビックス ④新製品紹介

⑤ 」SPカ レンダー   ④ 表紙写真について

」SPに 日うす、今後どのような情報の

充実をお里されますか(複数回督可)

①業績 ②経営戦略  ③ 製品/サービス

④株主還元策  ⑤ その他

当社に対するこ意見・■要ユをお問かせください。

※同封の回答用八ガキに、上記質問へのご回答をご記入いただよ

平成18年10月末日迄に最寄の郵便ポストヘこ投函をお願い申し上げま乱

田

田

田

田

圃
溺

幽
田

」SPニ ュース No.56



C o v e r  P h O t O

表 紙 写 真

『A― レム市近郭のチューリップ畑J～ォランダ～

イランダの青|すおそ 三ヽ月下旬からで、クロッカスの開花ではじまりt水 仙、チューしップと続きます。
水仙の咲く四戸中旬IFは、自年してし`る水仙で街は圭ゃかに変身しま軌

軍票!よキ早
―ケンホフ公甲から亭で20分 ほどライデン市に向かう途中を点りました。オララダはフラ

さ 戦 穐 撚 規 ヲ顎 避 軽 ユ 韻 緑 胡 鎌 3コ 鯉 学
ムを栞しみました。お客の多くはサイクリングの休憩客で、簡単な食事か大きくて美採じくなし、ヶ―キ(
らぃの軽食で孔 チューリップは連作がきかなしヽので、よく休耕し、あてにしを痕影に

/fTつ
てひどい目に

あったことがあります。

八Tレム||「花の街」の界神があるほどで、ライデン市にかけてが主要産地で、球根作りが盛んで曳
球保は一午では百品!F牢らネ 申“すると直ぐ“を切り、球根の育成を|まからますよその切ちた花の効
率のぃけヽ使し)ヵの

一つが、青の“のパレードで曳例年甲月の最終土庭日、八ニレムからクニトウェニク
まで、楽隊、個人参力日の亭、企業の大型パッ

ード車と連なって楽しませをくれまユ なぉ、九月十旬にも
同じようなパレードがあるそうです。

清水 準一 (写真家)



卓筆聖工 栄祥袴 業所一覧
」S P Corporation

〒100‐0005 東 京都千代田区丸の内3-4-2(新 日石ビル) 03‐6212‐6300

札幌

仙台

名古屋

大阪

福岡

〒060-0003

〒984‐0817

〒460-0003

〒541-0048

〒812‐0013

札幌市中央区北3条西1‐1(サンメモリアビ)り
仙台市若林区堰場12-5(ソレアード舟丁)

名古屋市中区錦3‐4‐6(桜通大津第一生命ビル)

大阪市中央区瓦町3-+4(ト ーア紡ビル)

福岡市博多区博多駅東+12‐17(五幸ビル)

011‐231‐2681

022‐262‐3271

052-962‐3225

06‐6202‐3775

092‐411‐6854

〒731‐5133 広 島市佐伯区旭園3‐33(清 水ビル) 082‐943‐6733

北海道

鹿沼第一

鹿沼第二

鹿沼第二

鹿沼第四

鹿沼第五

鹿島

平塚

四国市第一

四国市第二

関西

九州

〒067-0051

〒322‐8511

〒322-0014

〒322-0014

〒322‐0014

〒322-0014

〒314‐0103

〒254‐0016

〒510‐0881

〒510‐0955

〒679-4304

〒861‐0111

北海道江別市工栄町23‐4

栃木県鹿沼市さつき町17

栃木県鹿沼市さつき町5

栃木県鹿沼市さつき町10‐2

栃木県鹿沼市茂呂字北野2626‐3

栃木県鹿沼市さつき町6‐1

茨城県神栖市東深芝16‐3

神奈川県平塚市東八幡5‐6‐1

三重県四日市市大字六目見653-2

二重県四国市市北小松町字扇庫1600

兵庫県たつの市新宮町下笹515

熊本県鹿本部植木町目原553

011‐384-1621

0289‐76-2211

0289‐76-3271

0289‐76-5900

0289-60-3305

0289‐76‐3211

0299‐93‐4111

0463-21‐5025

059‐345‐1220

059‐328‐2563

0791‐77‐0213

096-274-7101

0289‐76‐1600

059-345-1245

東京都千代田区丸の内三丁目4番2号新日石ビル
IRグループ TEL 03‐6212-6300 FAX 03-6212‐ 6302
ホームページ htpミ蕊 w co打sp c。,p

JSp

〒322‐0014 栃 木県鹿沼市さつき町10‐3

〒510‐0881 二 重県四日市市大字六呂見653‐2

発行 株式会社」SP

この印刷物はloo%古紙再生紙と植物性大豆インキを使用しております。
R橿書香


