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　今年は丙申の年であります。一説によれば、丙申

いずれの文字にも「あきらか、盛ん、伸びる」との意

味があり、今年は「成長発展する年」になるとのこと

です。ただ、昨今の世界の政治・経済は、あちこち

で顕在化する地政学的リスク、中国や新興国の景気

減速など、さまざまな事象に翻弄されており、「成長

発展する」と言われても、にわかには肯ずることはで

きないでしょう。

　冷戦崩壊から今日までの世界の混迷は、しばしばギ

リシャ神話の「パンドーラの箱」の話に例えられます。

しかし、世の中に災厄を撒き散らした「箱」には「エル

ピス」が残っていました。この「エルピス」の解釈には

諸説ありますが、私は「希望」であろうと思っています。

問題、課題が多いのは大変ではありますが、それを

克服しようとするところにはチャンスがあり、成長発展

があります。今年はそのような希望の年になり得る、

と前向きに考えております。

　もちろん、浮ついた姿勢では問題解決などままなり

ません。仕事始めにあたり、社員には「住友事業精神

を、改めて仕事の根本に据えて、日々の業務に取り

組もう」と伝えました。住友事業精神の真髄は、萬事

入精（何事にも誠心誠意を尽くす）、不趨浮利（安易な

利益追求をしない）、信用確実、であり、社員一同、

これを肝に銘じて日々の業務に臨み、どこかに隠れて

いる成長発展の可能性を、皆様と一緒に探し出したい

と考えております。

　本年も、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願

い申し上げます。

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　平素は格別のご高配を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

MESSAGEMESSAGEMESSAGE
TOPTOPTOP

住友電気工業株式会社　社長　松本  正義

今年を希望の年に
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海外売上高
■海外　■国内
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海外売上高比率

58.3％
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当社グループのグローバル ネットワーク
世界 へ展開

関係会社数

グループ社員数

40カ国約

390社約

24万人超

　当社グループは、現在、世界約40カ国・約390社で、24万人を超える社員とグローバ
ルな事業活動を展開しています。
　これからも、優れた製品やサービスの提供はもちろんのこと、それぞれの国・地域の文
化や慣習を尊重し、社会に調和した企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献すること
を目指しています。
　今回は、世界のグループ会社から新年のご挨拶とともに、当社グループの国内外関
係会社※所在地別合計（2015年9月末）をご紹介します。

※関係会社数：連結子会社および持分法適用会社の合計

 !
シン  ニィエン  クアイ  ラ

（中国語）
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Sumitomo Electric Hardmetal 
do Brasil Comércio 
e Importação Ferramentas Ltda.
（ブラジル）

Feliz Ano Novo !
フェリス  アノー  ノーヴォ

 !
常州住電東海今創特殊橡膠有限公司
（中国）

シン  ニィエン  クアイ  ラ

Sumiden Device Innovations 
Vietnam Co., Ltd. （ベトナム）

Chuc mung nam moi !
チュック  ムン  ナム  モイ

Sumitomo Electric U.S.A. 
Holdings, Inc. （アメリカ）

Happy New Year !
ハッピー  ニュー  イヤー

日本JAPAN
113社

Happy New Year !
ハッピー  ニュー  イヤー

（英語）

Sumitomo Electric 
Asia Pacific Pte.Ltd.（シンガポール）

Selamat Tahun Baru !
スラマッ  タフン  バル

（マレー語）

Iniya Puthandu Valthukal !
イニヤ  プッタンドゥ  ヴァルトゥカル

（タミール語）
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WINDASは、現在24時間休むことなく観測を続けてお
り、主に気象予測のための観測データを提供しています。こ
のデータは、気象庁のホームページからご覧いただけ、さま
ざまな分野で活用されています。皆さまもぜひ一度気象庁
のホームページにアクセスしてみてください。
（http://www.jma.go.jp/jp/windpro/）

当社の製品が使用されているWINDASの
データはどのように活用されていますか？

気象庁のWINDASは2001年から運用を開始していま
すが、このたび新技術による高機能のWPRの導入が求めら
れ、老朽化した観測機器の更新時期に合わせて、当社の
WPRが採用されました。WINDASは、約10カ月で、31台を
製造することとなっており、当社がこれまでに経験がないほ
どの短い期間で製品を納める必要がありました。システム
設置をおこなう住友電設㈱と検査や出荷・輸送のスケ
ジュールを綿密に打ち合わせし、当社メンバーを中心に、
SHC㈱や住友電工システムソリューション㈱、住友電工デバ
イス・イノベーション㈱など当社グループ会社で協力し合
い、このタイトなプロジェクトを完遂しました。それぞれのエ
キスパートを結集し、住友電工グループの総合力を発揮す
ることができたプロジェクトとなりました。

開発する上で難しかったことは何ですか？

ウィンドプロファイラレーダー（Wind Profiler Radar 以下、WPR）は、上
空の風向・風速を観測する気象観測装置です。WPRから上空に向けて発射さ
れた電波は、大気乱流に伴う屈折率の揺らぎにより散乱します。再びWPRに
戻ってきた電波を信号処理することで上空の風向・風速を算出します。当社
のWPRは、気象庁が運用するWINDAS※に2014年3月から採用されており、
北は北海道から南は沖縄の離島まで全国31カ所に設置されています。WPR
から得られた観測データは、天気予報のもとになる大気の状態を予測する数
値予報のデータに使用されており、天気予報の精度向上に貢献しています。

ウィンドプロファイラレーダーって何？

当社のWPRはルネベルグレンズと呼ばれる電波レンズをアンテナ部に採
用したユニークな構造をしております。ルネベルグレンズは比誘電率が少し
ずつ異なる層を重ねた球状のレンズであり、入射した電波を焦点に集めるこ
とができます。これは当社が保有する高度な材料技術がベースとなっていま
す。このルネベルグレンズを搭載したアンテナ装置の台数を調整することで、
お客さまが求める観測高度に対応できるようになりました。

当社のウィンドプロファイラレーダーの特長は？

今回は、当社
ハイブリッド製品事業部からの
製品をご紹介します。

製品技術
りたいっと知も

あの

ウィンド
プロファイラ
レーダー

今月の
注目製品

LATEST information
さまざまな分野の

最新情報をお伝えします

ハイブリッド製品事業部　技術部
電波製品グループ
和泉 紋弘

技術者に聞きました

※ WInd profiler Network and Data Acquisition System：局地的気象監視システム。

※1 Thunderbolt 3テクノロジーは、パソコンや周辺
機器、ディスプレイ機器間のデータ伝送において、
40Gbpsの高速伝送を可能にする接続技術です。
機器間をケーブルでデイジーチェーン接続するこ
とも可能です。

※2 当社のThunderbolt 3ケーブルは、USB IFによ
りUSB Type-Cケーブルとしても認証されていま
す。

・インテル、Thunderboltは、米国およびその他の国
におけるIntel Corporationの商標です。
・USB Type-Cは、USB Implementers Forumの商
標です。
・PCI Expressは、PCI-SIGの商標です。
・その他記載されている会社名、商品名は一般に各社
の商標です。

お知らせ 電子・情報機器営業部

Thunderbolt 3ケーブル認証を取得
このたび、インテルコーポレーションが発
表した次世代規格Thunderbolt　3※1にお
いて、当社が開発中のThunderbolt　3ケー
ブルが同社より認証されました。
イ ン テ ル コ ー ポ レ ー シ ョ ン の
Thunderbolt　3テクノロジーに基づき、
USB　Type-C※2コネクタを持つ当社の
Thunderbolt　3ケーブルは、チャンネル当
たり20Gbps、合計40Gbps双方向のデー
タ伝送を実現しており、コネクタはリバーシ
ブルタイプです。
本ケーブルは、100Wまでの電源供給が
可能となったうえ、Thunderbolt　3の他に
以下のデータ伝送に対応しています。
■Thunderbolt （10Gbps）
■Thunderbolt 2（20Gbps）
■USB 2.0 （480Mbps）

■USB 3.1 Gen 1 （5Gbps）
■USB 3.1 Gen 2 （10Gbps）
■DisplayPort 1.2
■PCI Express
また本ケーブルは「シングルケーブルドッ
キング」、「マルチ4Kディスプレイ」、「外付け
グラフィックスボード」、「高速ゲーミングPC」、
「Thunderboltネットワーク」などさまざま
なシーンでの高速通信を可能にしています。
快適な操作性を保証するため、すべての
Thunderbolt製品には認証試験が義務付
けら れ て い ま す 。当 社 が 提 供 す る
Thunderbolt　3ケーブルは100%認証さ
れており、40Gbpsの高速伝送を確実に提
供できます。
当社は、2015年12月よりThunderbolt 
3ケーブルを製品化しています。

このたび、第37回（平成27年度）日本粉末
冶金工業会賞において、当社の「高出力・矩
形型イグニッションコイル用圧粉コアの開
発」が新製品賞（デザイン部門）、「焼結ろう付
け接合法を応用したE-4WD用プラネタリ
キャリアの開発」が奨励賞を受賞しました。

高出力・矩形型イグニッションコイル用圧粉
コアの開発
全長の長い製品を成形するため、ダイを
上下で分割し内面に高潤滑性コーティング
をおこなった金型を開発した点や湿式での
成形体加工など、技術的な新規性が評価さ

れました。また、電磁鋼板の市場に参入でき
た点、将来の生産量の増加が予想される点
も評価されました。

「日本粉末冶金工業会賞」を受賞
焼結製品事業部受　賞

京都大学信楽MU観測所

焼結ろう付け接合法を
応用したE-4WD用
プラネタリキャリア

高出力・矩形型
イグニッション
コイル用圧粉コア

受賞式当日の写真（魚住 真人）

公益社団法人発明協会が主催する平成
27年度近畿地方発明表彰において、「オイ
ルポンプロータ」が「発明奨励賞」を受賞しま
した。本表彰は、近畿地方で優れた発明を完
成させ、発明の実施化および指導、奨励、育
成に貢献した人を称えるものです。
今回受賞した発明は、自動車の燃費改善に
貢献するオイルポンプロータの歯形の設計
手法に関するものです。この設計手法を用い
てポンプの小型化、高吐出量化を実現し、さ
らにはロータの寸法最適化によりポンプを
駆動させる力（駆動トルク）を低減、燃費がさ

らに向上し、CO2排出削減を実現しました。
すでにハイブリッド車で実用化されている
点も評価され、また、自動車分野以外にも多
くの分野のポンプ設計に適用可能であり、社
会の大きなニーズである省エネ、省資源な
どへの対応も期待されています。

●受賞技術名：オイルポンプロータ（特許第4600844号）
●発明者： 魚住 真人（住友電工焼結合金㈱）
 吉田 健太郎（住友電工焼結合金㈱）
 江上 雄一朗（住友電工焼結合金㈱） 

平成27年度近畿地方発明表彰「発明奨励賞」を受賞
知的財産部受　賞

焼結ろう付け接合法を応用したE-4WD用
プラネタリキャリアの開発
接合位置を変更することにより、ろう付け
の自由度を高め、高トルク仕様に対応できた
点が評価されました。また、将来の使用拡大
が見込まれる点も評価されました。

製品WEBサイトURL http://www.sei.co.jp/products/wind-profiler/

ルネベルグレンズ説明図

WINDAS（高松観測局）

ルネベルグレンズ

焦点

電波
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気象庁のWINDASは、2001年から運用を開始しており、
このたび新技術による高機能のWPRの導入、老朽化した観
測機器の更新として、当社製WPRが採用されました。導入
にあたっては、観測の高高度化など多くの機能アップが求
められ、こうした要求を満たすことで採用されました。現在
24時間休むことなく観測を続けており、主に気象予測のた
めの観測データを提供しています。このデータは、一般にも
気象庁のホームページからご覧いただけ、さまざまな分野
で活用されています。皆さまもぜひ一度気象庁のホーム
ページにアクセスしてみてください。
（http://www.jma.go.jp/jp/windpro/）

お客さまからどのような評価を
もらっていますか？

気象庁のWINDASは、約10カ月で、31台を製造し、これ
までに経験がないほど短い期間で製品を納めることができ
ました。システム設置をおこなう住友電設㈱と検査や出荷・
輸送のスケジュールを綿密に打ち合わせし、当社メンバー
を中心に、SHC㈱や住友電工システムソリューション㈱、住
友電工デバイス・イノベーション㈱など当社グループ会社で
協力し合い、このタイトなプロジェクトを完遂しました。それ
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ウィンドプロファイラレーダーって何？
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当社のウィンドプロファイラレーダーの特長は？

今回は、当社
ハイブリッド製品事業部からの
製品をご紹介します。
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ハイブリッド製品事業部　技術部
電波製品グループ
和泉 紋弘

技術者に聞きました

※ WInd profiler Network and Data Acquisition System：局地的気象監視システム。

※1 Thunderbolt 3テクノロジーは、パソコンや周辺
機器、ディスプレイ機器間のデータ伝送において、
40Gbpsの高速伝送を可能にする接続技術です。
機器間をケーブルでデイジーチェーン接続するこ
とも可能です。

※2 当社のThunderbolt 3ケーブルは、USB IFによ
りUSB Type-Cケーブルとしても認証されていま
す。

・インテル、Thunderboltは、米国およびその他の国
におけるIntel Corporationの商標です。
・USB Type-Cは、USB Implementers Forumの商
標です。
・PCI Expressは、PCI-SIGの商標です。
・その他記載されている会社名、商品名は一般に各社
の商標です。

お知らせ 電子・情報機器営業部

Thunderbolt 3ケーブル認証を取得
このたび、インテルコーポレーションが発
表した次世代規格Thunderbolt　3※1にお
いて、当社が開発中のThunderbolt　3ケー
ブルが同社より認証されました。
イ ン テ ル コ ー ポ レ ー シ ョ ン の
Thunderbolt　3テクノロジーに基づき、
USB　Type-C※2コネクタを持つ当社の
Thunderbolt　3ケーブルは、チャンネル当
たり20Gbps、合計40Gbps双方向のデー
タ伝送を実現しており、コネクタはリバーシ
ブルタイプです。
本ケーブルは、100Wまでの電源供給が
可能となったうえ、Thunderbolt　3の他に
以下のデータ伝送に対応しています。
■Thunderbolt （10Gbps）
■Thunderbolt 2（20Gbps）
■USB 2.0 （480Mbps）

■USB 3.1 Gen 1 （5Gbps）
■USB 3.1 Gen 2 （10Gbps）
■DisplayPort 1.2
■PCI Express
また本ケーブルは「シングルケーブルドッ
キング」、「マルチ4Kディスプレイ」、「外付け
グラフィックスボード」、「高速ゲーミングPC」、
「Thunderboltネットワーク」などさまざま
なシーンでの高速通信を可能にしています。
快適な操作性を保証するため、すべての
Thunderbolt製品には認証試験が義務付
けら れ て い ま す 。当 社 が 提 供 す る
Thunderbolt　3ケーブルは100%認証さ
れており、40Gbpsの高速伝送を確実に提
供できます。
当社は、2015年12月よりThunderbolt 
3ケーブルを製品化しています。

このたび、第37回（平成27年度）日本粉末
冶金工業会賞において、当社の「高出力・矩
形型イグニッションコイル用圧粉コアの開
発」が新製品賞（デザイン部門）、「焼結ろう付
け接合法を応用したE-4WD用プラネタリ
キャリアの開発」が奨励賞を受賞しました。

高出力・矩形型イグニッションコイル用圧粉
コアの開発
全長の長い製品を成形するため、ダイを
上下で分割し内面に高潤滑性コーティング
をおこなった金型を開発した点や湿式での
成形体加工など、技術的な新規性が評価さ

れました。また、電磁鋼板の市場に参入でき
た点、将来の生産量の増加が予想される点
も評価されました。

「日本粉末冶金工業会賞」を受賞
焼結製品事業部受　賞

京都大学信楽MU観測所

焼結ろう付け接合法を
応用したE-4WD用
プラネタリキャリア

高出力・矩形型
イグニッション
コイル用圧粉コア

受賞式当日の写真（魚住 真人）

公益社団法人発明協会が主催する平成
27年度近畿地方発明表彰において、「オイ
ルポンプロータ」が「発明奨励賞」を受賞しま
した。本表彰は、近畿地方で優れた発明を完
成させ、発明の実施化および指導、奨励、育
成に貢献した人を称えるものです。
今回受賞した発明は、自動車の燃費改善に
貢献するオイルポンプロータの歯形の設計
手法に関するものです。この設計手法を用い
てポンプの小型化、高吐出量化を実現し、さ
らにはロータの寸法最適化によりポンプを
駆動させる力（駆動トルク）を低減、燃費がさ

らに向上し、CO2排出削減を実現しました。
すでにハイブリッド車で実用化されている
点も評価され、また、自動車分野以外にも多
くの分野のポンプ設計に適用可能であり、社
会の大きなニーズである省エネ、省資源な
どへの対応も期待されています。

●受賞技術名：オイルポンプロータ（特許第4600844号）
●発明者： 魚住 真人（住友電工焼結合金㈱）
 吉田 健太郎（住友電工焼結合金㈱）
 江上 雄一朗（住友電工焼結合金㈱） 

平成27年度近畿地方発明表彰「発明奨励賞」を受賞
知的財産部受　賞

焼結ろう付け接合法を応用したE-4WD用
プラネタリキャリアの開発
接合位置を変更することにより、ろう付け
の自由度を高め、高トルク仕様に対応できた
点が評価されました。また、将来の使用拡大
が見込まれる点も評価されました。

製品WEBサイトURL http://www.sei.co.jp/products/wind-profiler/

ルネベルグレンズ説明図

WINDAS（高松観測局）

ルネベルグレンズ

焦点

電波
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最新情報をお伝えします

展示会

「第6回 微細加工EXPO」に出展
ハードメタル事業部、㈱アライドマテリアル

1月13日（水）から15日（金）までの3日間、東京ビッグサイトで「第6回　微細加工EXPO」
が開催されます。本展示会は、エレクトロニクス製品の開発・製造を支える微細加工技術
の専門技術展です。当社は、㈱アライドマテリアルと共同出展し、超精密加工技術からうま
れたナノ多結晶ダイヤモンド工具「スミダイヤ®バインダレス」、超細径超硬ドリル、UPCな
ど、数々の微細加工用工具を加工対象製品別に出展します。
当社展示ブースへのご来場を心よりお待ちしています。

スポーツ

伊藤選手が国体で優勝！
陸上競技部 バレーボール部

昨年10月2日～10月6日に和歌山県紀三井寺公園陸上
競技場にて国民体育大会が開催されました。当社陸上競技
部の伊藤　愛里選手が100mハードルを13秒34で優勝し、
昨シーズン最終試合での有終の美を飾りました。

スポーツ

第1回全日本9人制バレーボール
トップリーグ（男子）で優勝
当社をはじめ、9人制バレー全国トップの8チームが参加する全日本9人制

バレーボールトップリーグ（男子）が昨年開催され、年間リーグ最終節となる
大阪大会（昨年10月24・25日開催）でみごと優勝を飾りました。
昨年5月からスタートした

リーグ戦では、最終戦を迎える
まで順位のわからない混戦の
なか、住友電工（大阪製作所）
と中部徳洲会病院の全勝対決
による決勝戦が繰り広げられ、
みごと初代王者に輝きました。
みなさん、温かい応援、あり
がとうございました。

ビッグデータの検索をより手軽に実現した、全文検索・情報活用シ
ステム「QuickSolution® 10 Ver.10.1」を発売しました。
ビッグデータ時代の全文検索・情報活用システム「QuickSolution® 
10」は、20TB（テラバイト）5000万ファイルのファイルサーバを1台の

PCサーバで高速セキュア検索できます。今回、共有タグを追加するこ
とで、情報を整理・分類し共有するための機能強化を図り、さらに大容
量検索ユースを手頃なレベルで実現できるように価格体系も刷新しま
した。

新製品情報

全文検索・情報活用システム「QuickSolution® 10 Ver.10.1」を発売
～情報を整理・分類し共有するための機能を強化し、価格体系も大幅に刷新～

ク イ ッ ク ソ リ ュ ー シ ョ ン テン
住友電工情報システム㈱

公式サイト：http://www.fp-expo.jp/ 会期：1月13日（水）～15日（金）
会場：東京ビッグサイト ブース番号：E41-28
出展製品：微細加工用超硬・CBN・ダイヤモンド工具

展示会

「World Future Energy Summit （WFES） 2016」に出展
インフラ事業推進部

1月18日（月）から21日（木）の4日間、アラブ首長国連邦・アブダビ首長国で、「World 
Future Energy Summit（WFES）2016」が開催されます。
本展示会は、中近東・北アフリカ地域において、再生可能エネルギー産業に関する最大
規模の展示会です。当社は集光型太陽光発電装置（CPV）を出展します。

公式サイト：http://www.worldfutureenergysummit.com/
会期：1月18日（月）～21日（木）
会場：Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC)　ブース番号：9201
出展製品：集光型太陽光発電装置（CPV）

展示会

「第17回 半導体パッケージング技術展 ～ICP～」に出展
ファインポリマー事業部

1月13日（水）から15日（金）までの3日間、東京ビッグサイトで「第17回　半導体パッ
ケージング技術展 ～ICP～」が開催されます。本展示会は、半導体、LED、パワーデバイス、
MEMSデバイスなどのパッケージング向け装置・部品・受託サービスに特化した専門展で
す。当社は、光学テラリンク®などを出展します。
当社展示ブースへのご来場を心よりお待ちしています。

公式サイト：http://www.icp-expo.jp/ 会期：1月13日（水）～15日（金）
会場：東京ビッグサイト ブース番号：E57-20
出展製品：光学テラリンク®

番組名：NHK Eテレ すイエんサー
　　　「知力の格闘技 企業対決 グランプリ大会」
放送日時：1月5日（火）、1月12日（火） 19：25～
放送局：NHK Eテレ
すイエんサー Webサイト：http://www.nhk.or.jp/suiensaa/

お知らせ 広報部

NHK番組「すイエんサー」に当社社員が出演します！
前回（2014年11月）、当社社員が出演し

たNHK　Eテレ番組「すイエんサー」に、今年
も当社社員が出演します。　
「すイエんサー」とは、毎週火曜日に放映さ
れているNHK　Eテレ番組で、日常生活の中
で抱く疑問や想いをテーマに、ティーンズ雑
誌で活躍するモデルたち「すイエんサー
ガールズ」が疑問を解き明かしていく、科学
（？）エンタメ番組です。
前回当社は、「知力の格闘技　企業対決！」

に出場し、当社をふくめた3社対すイエん
サーガールズチームが熱い戦いを繰り広げ、
みごと優勝しました。　

今回当社は、ディフェンディングチャンピ
オンとして、関東代表企業、関西代表企業、
すイエんサーガールズチームと戦います。
公開収録は、昨年12月6日（日）におこな

われ、本年1月に放送予定です。
みなさん、ぜひご覧ください。

㈱ジェイ・パワーシステムズの鈴木 弘が、一般社団法人日本電気協会・澁澤元治博士文
化功労賞受賞記念事業委員会から「第60回（平成27年）澁澤賞」を授与されました。
澁澤賞は、広く電気保安確保などにすぐれた業績をあげた者に贈られる賞であり、鈴木

は、「経年CVケーブル※終端部の劣化診断技術の開発グループ」として、中部電力㈱、東北
電力㈱とともに受賞しました。高電圧で電気を送るCVケーブル線路に用いられている終
端部は、使用年数が経過すると次第に性能が低下します。この低下レベルをアセチレンガ
ス濃度により判定する診断手法を開発・実用化したことにより、ケーブル終端部の故障未
然防止・保守に大きく貢献したことが評価されました。
※ CVケーブル：架橋ポリエチレンを絶縁体として使用した電力ケーブル

「第60回（平成27年）澁澤賞」を受賞
㈱ジェイ・パワーシステムズ受　賞

左から、渡邊 健、岸本 祐香、日俣 明、冬木 琢真

テラリンク®
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お知らせ 広報部

NHK番組「すイエんサー」に当社社員が出演します！
前回（2014年11月）、当社社員が出演し

たNHK　Eテレ番組「すイエんサー」に、今年
も当社社員が出演します。　
「すイエんサー」とは、毎週火曜日に放映さ
れているNHK　Eテレ番組で、日常生活の中
で抱く疑問や想いをテーマに、ティーンズ雑
誌で活躍するモデルたち「すイエんサー
ガールズ」が疑問を解き明かしていく、科学
（？）エンタメ番組です。
前回当社は、「知力の格闘技　企業対決！」

に出場し、当社をふくめた3社対すイエん
サーガールズチームが熱い戦いを繰り広げ、
みごと優勝しました。　

今回当社は、ディフェンディングチャンピ
オンとして、関東代表企業、関西代表企業、
すイエんサーガールズチームと戦います。
公開収録は、昨年12月6日（日）におこな

われ、本年1月に放送予定です。
みなさん、ぜひご覧ください。

㈱ジェイ・パワーシステムズの鈴木 弘が、一般社団法人日本電気協会・澁澤元治博士文
化功労賞受賞記念事業委員会から「第60回（平成27年）澁澤賞」を授与されました。
澁澤賞は、広く電気保安確保などにすぐれた業績をあげた者に贈られる賞であり、鈴木

は、「経年CVケーブル※終端部の劣化診断技術の開発グループ」として、中部電力㈱、東北
電力㈱とともに受賞しました。高電圧で電気を送るCVケーブル線路に用いられている終
端部は、使用年数が経過すると次第に性能が低下します。この低下レベルをアセチレンガ
ス濃度により判定する診断手法を開発・実用化したことにより、ケーブル終端部の故障未
然防止・保守に大きく貢献したことが評価されました。
※ CVケーブル：架橋ポリエチレンを絶縁体として使用した電力ケーブル

「第60回（平成27年）澁澤賞」を受賞
㈱ジェイ・パワーシステムズ受　賞

左から、渡邊 健、岸本 祐香、日俣 明、冬木 琢真

テラリンク®
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国　　境
海底ケーブル 主要都市

フランスフランス

陸上ケーブル 9km

海底ケーブル 130km

陸上ケーブル 2km

カンタベリーカンタベリー

マーゲイトマーゲイト

リッチバラ ゼーブルージュ

ドー
バー
海峡

オーストエンデ
ブルージュ

ベルギー

イギリス

オーストエンデ
ブルージュ

カレーカレー
フォークストーンフォークストーン

ベルギー

イギリス

ケント州

陸上ケーブル

約100名が勤務する豊浦事業所は、
大企業の中の中小企業といった雰囲気
があり、強い結束力が自慢です。団結し
て課題に挑む姿勢があります。

架空線部

菅 伸明

ケーブルを撚り合わせる工程とジョイ
ント工程の監督を担っています。社会イ
ンフラを支える長大な製品を作ってい
るというプレッシャーは、やりがいでも
あります。

日高ケーブル部

樫村 栄作

海底ケーブルの設計と海外顧客への技
術営業を担当しています。プロジェクトを
推進する中で、お客さまの声が届きやす
い部署です。感謝状をいただくこともあ
り、多様な情報を製造と共有しています。

海外エンジニアリング部

中矢 陽介

JPSで働くスタッフJPSで働くスタッフ

英国National　Grid社とベルギー
EL IA社の合弁会社NEMO　L i n k 
Limited社から、両国を結ぶ高圧直流
送電ケーブルシステムを受注しました。
英国とベルギー間で建設が予定されて
いる交流直流変換所を結ぶ連系送電線
の建設プロジェクトで、全長は141.5㎞
におよびます。このうちJPSは、直流
XLPE絶縁ケーブルで世界最高電圧と
なる±400kVクラスのケーブルの設計・製造を担当し、工事・試運転などを経て2019年に引き渡しの予定です。
欧州の重要な国家間連系線の建設に、初めてアジアのケーブルメーカが採用されたという点でも注目を集めてい
ます。

アルミ線（インバー電
線）

欧州向け大型海底ケーブルシステムを受注

最新プロジェクト

毎年日立市立日高小学校の工場見学会の受け入れをおこなっていま
す。垂直型絶縁押出ラインの1階でJPSの概要や電力ケーブルの製造
方法の説明をして、８階で製造見学と展望場からの眺望を体験してもら
います。子どもたちの真剣な表情と笑顔あふれる見学会は、今後も継
続していきたいと思います。

地元小学校の子どもたちが来場

地域との交流

住友電工
との

つながりは

住友電工
との

つながりは

当社は関西、関東それぞれに主要な製造拠点があります。 
関西では、大阪事業所が、海底ケーブルと電力ケーブルの製造を担
い、関東では茨城県日立市に、豊浦事業所（架空送電線製造）、日高事
業所（電力ケーブル製造）、みなと工場（海底ケーブル製造）の３拠点で
事業活動を展開しています。 
当社製品は、発電所から変電所までの送電と、変電所から工場・家庭

までの配電の両方を担っており、社会インフラを支えている責任感
と、高品質な製品を作っている自負が、各事業所の現場に息づいてい
ます。
JPSでは、このマインドを軸にチームワークよく仕事に取り組んでい

ます。

2001年に住友電工と旧日立電線（現：日立金属）の電力事業部門を統合し、電線、ケーブルのメーカとして事業を
開始したのが㈱ジェイ・パワーシステムズ（JPS）です。現在、工事部門、営業部門、研究開発部門は住友電工に移管し、
JPSが製品の製造・設計開発を担っています。

こんな
仕事を
しています

こんな
仕事を
しています

高品質・高機能・高信頼性の
製品を製造しています。

400kV直流架橋ポリエチレンケーブル

今月のグループ会社紹介

今月のグループ会社紹介

株式会社ジェイ・パワ
ーシステムズ

2001年7月

送配電用電力ケーブ
ル、架空送電

線およびそれらの付属
品など関連

システムの設計、製造
、販売、工事、

および輸出

代表取締役社長 小泉
 芳信

名 称

設立年月

事業内容

代 表 者

会社概要

：
：
：

：

入社以来製造に携わっています。製造
の全工程を理解し、どの工程を見ても仕
事がわかるようなエンジニアが目標で
す。若手の意見も取り入れてくれる先輩
方のおかげで、活気のある職場です。

日高ケーブル部

佐藤 立樹

購買のほかに課内庶務、部内庶務と
取締役の秘書業務も担当し、忙しい毎日
です。

日高ケーブル部

柴田 友代

株式会社 
ジェイ・パワーシステムズ

PPLP®-MI直流
海底送電ケーブル

地中送電用500kV直流架橋ポリエチレンケーブル

日　本

大阪

日立市

9 SEIWORLD JANUARY  2016 10JANUARY 2016 SEIWORLD



国　　境
海底ケーブル 主要都市

フランスフランス

陸上ケーブル 9km

海底ケーブル 130km

陸上ケーブル 2km

カンタベリーカンタベリー

マーゲイトマーゲイト

リッチバラ ゼーブルージュ

ドー
バー
海峡

オーストエンデ
ブルージュ

ベルギー

イギリス

オーストエンデ
ブルージュ

カレーカレー
フォークストーンフォークストーン

ベルギー

イギリス

ケント州

陸上ケーブル

約100名が勤務する豊浦事業所は、
大企業の中の中小企業といった雰囲気
があり、強い結束力が自慢です。団結し
て課題に挑む姿勢があります。

架空線部

菅 伸明

ケーブルを撚り合わせる工程とジョイ
ント工程の監督を担っています。社会イ
ンフラを支える長大な製品を作ってい
るというプレッシャーは、やりがいでも
あります。

日高ケーブル部

樫村 栄作

海底ケーブルの設計と海外顧客への技
術営業を担当しています。プロジェクトを
推進する中で、お客さまの声が届きやす
い部署です。感謝状をいただくこともあ
り、多様な情報を製造と共有しています。

海外エンジニアリング部

中矢 陽介

JPSで働くスタッフJPSで働くスタッフ

英国National　Grid社とベルギー
EL IA社の合弁会社NEMO　L i n k 
Limited社から、両国を結ぶ高圧直流
送電ケーブルシステムを受注しました。
英国とベルギー間で建設が予定されて
いる交流直流変換所を結ぶ連系送電線
の建設プロジェクトで、全長は141.5㎞
におよびます。このうちJPSは、直流
XLPE絶縁ケーブルで世界最高電圧と
なる±400kVクラスのケーブルの設計・製造を担当し、工事・試運転などを経て2019年に引き渡しの予定です。
欧州の重要な国家間連系線の建設に、初めてアジアのケーブルメーカが採用されたという点でも注目を集めてい
ます。

アルミ線（インバー電
線）

欧州向け大型海底ケーブルシステムを受注

最新プロジェクト

毎年日立市立日高小学校の工場見学会の受け入れをおこなっていま
す。垂直型絶縁押出ラインの1階でJPSの概要や電力ケーブルの製造
方法の説明をして、８階で製造見学と展望場からの眺望を体験してもら
います。子どもたちの真剣な表情と笑顔あふれる見学会は、今後も継
続していきたいと思います。

地元小学校の子どもたちが来場

地域との交流

住友電工
との

つながりは

住友電工
との

つながりは

当社は関西、関東それぞれに主要な製造拠点があります。 
関西では、大阪事業所が、海底ケーブルと電力ケーブルの製造を担
い、関東では茨城県日立市に、豊浦事業所（架空送電線製造）、日高事
業所（電力ケーブル製造）、みなと工場（海底ケーブル製造）の３拠点で
事業活動を展開しています。 
当社製品は、発電所から変電所までの送電と、変電所から工場・家庭

までの配電の両方を担っており、社会インフラを支えている責任感
と、高品質な製品を作っている自負が、各事業所の現場に息づいてい
ます。
JPSでは、このマインドを軸にチームワークよく仕事に取り組んでい

ます。

2001年に住友電工と旧日立電線（現：日立金属）の電力事業部門を統合し、電線、ケーブルのメーカとして事業を
開始したのが㈱ジェイ・パワーシステムズ（JPS）です。現在、工事部門、営業部門、研究開発部門は住友電工に移管し、
JPSが製品の製造・設計開発を担っています。

こんな
仕事を
しています

こんな
仕事を
しています

高品質・高機能・高信頼性の
製品を製造しています。

400kV直流架橋ポリエチレンケーブル

今月のグループ会社紹介

今月のグループ会社紹介

株式会社ジェイ・パワ
ーシステムズ

2001年7月

送配電用電力ケーブ
ル、架空送電

線およびそれらの付属
品など関連

システムの設計、製造
、販売、工事、

および輸出

代表取締役社長 小泉
 芳信

名 称

設立年月

事業内容

代 表 者

会社概要

：
：
：

：

入社以来製造に携わっています。製造
の全工程を理解し、どの工程を見ても仕
事がわかるようなエンジニアが目標で
す。若手の意見も取り入れてくれる先輩
方のおかげで、活気のある職場です。

日高ケーブル部

佐藤 立樹

購買のほかに課内庶務、部内庶務と
取締役の秘書業務も担当し、忙しい毎日
です。

日高ケーブル部

柴田 友代

株式会社 
ジェイ・パワーシステムズ

PPLP®-MI直流
海底送電ケーブル

地中送電用500kV直流架橋ポリエチレンケーブル

日　本

大阪

日立市

9 SEIWORLD JANUARY  2016 10JANUARY 2016 SEIWORLD



http://www.sei.co.jp/(バックナンバーも掲載しています）
住友電工グループニュースレター　第460号　2016年1月発行　編集発行人／野田太郎



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1000
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1000 1000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


