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魁ニ　ュース

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中は格別のご愛願を賜り誠にありがとうございました。本年もなにとぞよろしくお節

い申し上げます。

62年6月頃より好調を示してきた我国の経済は、いつ迄もつやらと言われた昨年とは

違い個人消費設術投資の2つの強力ェンジンで本年一年順調に進んできました。まだこの

エンジンは当分その回転を落とすことなく進んでいく感じで、むしろ最近は過熱によるイ

ンフレの匂いがするようにも思えなくもありません。特にわれわれ関係の深い非鉄金属に

は、いささか常識を超えた価格水準にきているものも多く見られるので、余計にそう思え

るのでしよう。銅価についても昨年8月以降の値上がりは予想を超えた上昇でありました

又現在も更に上値を窺いそうな気配を感じさせます。

さて本年は己巳（つちのとみ）の年であります。之を五行易的見地からみると己（つち

のと）の土は地味豊かな畠の土、巳（み）は太陽の火を表し万物を照らすという意味があ

るそうです。本年は地味豊かな土地に太陽がさんさんと照り輝いているさき三を増えは誠に

恵まれた年のように思えますが、そこにどのようなものを植えるかどのように水をやれば

よいかで、さまざまな結果が出てくるのでありましょう。それさえ間違わなければ豊作で

収穫の喜びを得られることになりましょうか。そう思って今年も又1年頑張って参りたい

と存じます。皆様が豊年万作の年とされますことを心よりお祈り申し上げ新年のご挨拶と

いたします。

☆　1　月　の魁基準価格lま　4　7　8　円　／　kg　‾ごす

昨咋12月の電気銅建値は1～5日460日，6－3111480円で平均昭気銅価格は1

77円27銭でした。明けて1月の電気銅建値は480円でスターートしました。従って1

月の魁基準価格は（477．27＋480）÷2＝478円63銭となり円未満切り捨て

478円です。今月の魁基準価格は前月同様450円超え500円以下の価格帯となりま

す。
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平成1年　2月　2日

魁ニ　ュース

1月の大阪はナタネ梅雨のような感じで暖かく雨がたくさん降りました。昨年もおだやか

な冬でしたが、それ以上に暖かくてなんだか変な具合です。平成元年もはや2月に入りま

した。一年中で実質一番寒いのがこの月ですが、しかし、梅や椿も咲きだし春の兆しを確

かに覚えるのもこの2月です。最近、地球の高温化傾向が盛んに取沙汰されておりCO2

炭酸ガスの大気中の比率が高まってきていることが一番の原因のように言われております

が、人間をはじめとして酸素を吸い炭酸ガスを出す生物と炭酸ガスを吸い酸素を出す生物

のバランスがとれて生態系が安定していれば問題は起きないのですか開発による植林帝の

減少、自動車の増加等生態系の秩序を破壊するものが最早歯止めのさかぬほど進んでる今

日、避けられない自然現象と受けとめねばならないのでしょうか。それが之からの私通の

生活にどんな影響を及ぼすか、あまりにも範囲が広くて想像を超えている問題です。なん

でもいいこと半分恋いこと半分といいますが寒くなるより暖かくなる方がいい事が多いよ

うに思いますがいかがでしょうか。

非鉄金属市況は亜鉛が新高値をつけたのをはじめ、全般に高水準を維持しております。欧

米では金利が引き上げられる等インフレ警戒の動きがありますがドルやポンドで表示され

る国際相場は生産者コストを大嶋に上まわり、まさしくインフレの様相を呈していると言

えましょう。需給面等ファンダメンタルはまだまだ相場の足を引っぼるような状態ではあ

りませんので当分のあいだ、この高原相場は続くと考えられます。鋼については当面45

0円から500円の間で推移すると考えられますが本年6月米国の産鋼労使の労働協約改

定の期限が到来します。改定が難航すれば需給面で更に遥迫することが考えられ、一段高

もあり得るのでこの推移には注目を要しましょう。

☆第二土日孝　日iま休業　しヽ　た　しノ　ま　す

今月より銀行や郵便局が土曜日を一斉に休業としました。当社では今迄土曜日を半舷上陸

体制で会社は休まず社員は交代で出勤という休制でまいりましたが今月より第二土曜日を
一斉休業・節四土曜日，窮五土曜日は全員出社・節一第三は半舷上陸という制度に改定す

ることにしました。流通業はサービス産業と考え私達はお得意様へのサービスをモットー

としておりますが時代の趨勢に鑑みご理解賜りますようお願い申し上げます。

☆　2　月　の魁基準建イ直iま　4　8　6　円　／　kgです

1月の電気銅建値は4－11日480円．12－17日460円，18～31日490円

で平均銅価は482円10銭でした。2月の電気銅建値は490円でスタートしましたの

で2月の魁基準建値は（482．10＋490）÷2＝486円05銭となり円未満切捨

て486円となります。魁価格帯は450円超500円以下の欄で前月同様変りません。
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平成　元年　3月1日

魁ニュース

奈良東大寺のお水取りの行事も始まり春の足音が日毎大きくなってきました。厳しい冬の

あとに春を迎える葺びは一入のものですが、今年の冬はまことに穏やかな曖冬であったた

め・膏びも中位おらが春というところでしょうれそれでもやはり春の訪れは待ち遠しく

嬉しいものです。

いま、話唐のトップは消費税のことです。法案が成立してから実施日迄の期間が少々拙速

に過ぎる嫌いがありますが、最初わからなかった内容や仕組みが少しづつ解ってきました。

転嫁方式や表示方式についても業界毎にカルテルで統一する動きもあり、施行当初はとま

どうこともありましょうがもたっくのも暫らくのことでやがてスムースに消化されていく

ことと患います。

弊社は、検討しました結果、①外税方式とし単価は税抜き単価とする　②4月1日以降の

納品分は（既契約も含め）商品代に加え消費税を円未満四捨五入で請求書でご請求するこ

とに致しました8詳しくは近日中にお願いのご案内をさせていただきますのでよろしくお

願い致します。

銅価は2月初めの建値から7万円下がる急下落をみましたが、下げ過ぎの反動で3万円戻

し450円の建値になりました。ここへ来てLMEの在庫が少しづつ増える傾向になって

きて需給の必迫が緩み始めたことを映しており、一高一低を繰り返しながら漸次水準を下

げていくのではないかという見方が大勢を占めてきてお。ます。しかし生産国での労働争

議など生産障害や出荷障害となるニュースも聞かれ波乱の多い展開が、まだ当分続きそう

です。

☆3月の魁基準建イ直は4　4　7円／kgです
2月の電気銅建値は1～2日490円・3～10日460円，11～18日440円

20～28日420円で平均銅価は445円26銭でした。3月の電気銅建値は30円戻

し450円でスタートしました。従って3月の魁基準建値は（445．26＋450）÷

2＝447円63銭となり円未満切捨て447円となりました。この結果3月の魁価格帯

は1ランク下がり400円超450円以下の聯となりますのでご注意下さい。

☆アンケート　ご協力のお原Rい
鋼一文字魁を発売開始以来長らくご愛顧賜り心よ町感謝致しております。弊社では更なる

躍進を目指し精進したいと期しております。そのため代理店様各位より率直なご意見を賜

り改良や新製品開発の程とさせて頂きたくアンケート用紙を同封お送り申し上げました。

ご多忙の折恐縮でございますが是非共、ご協力下さいますようお削、申し上げます。

ご回答は同封返信用封筒にて3月末日迄に賜りますようお願い申し上げます。



‾T二一一十㌦

銅一文字魁をお取扱いいただいている立場から平素お感じになっておられることを教えて

いただきたいと願っております。お忙しいところまことに恐縮ですがよろしくお願い申し

上げます。

①　魁の種類についてお尋ねします。　番号を○でお囲み下さい。

1現状の種類で充分である

2　種類を増やして欲しい

3　種類を減らして欲しい

4　その他（

②　梱包単位についてお尋ねします。

1　いまのままでよい

2　坪単位梱包がよい

3　その他（

③現在、10枚毎にクレダンで包みベニア板を当てて梱包しています。この梱包

形態についてお尋ねします。

1　いまのままでよい

2　改良すべきである

3　その他（

※　2に○をされた方は④の質問にお答え願います

④　どのように改良したら良いか具体的に御意見をお聞かせ下さい。

⑤貴社にお届けする魁の荷傷み事故の有無についてお尋ねします。

1　な　い

2　時々ある

3　よくある



⑥　魁の品質について工事店さんがどのように評価しておられるかお尋ねします。

施工性について

1良　い

2　普　通

3　悪　い（理由

形態及び寸法精度について

1良　い

2　普　通

3　悪　い（理由

⑦　現在、魁基準建値は前月平均電気銅建値と当月初電気銅建値をたして2で割り

その価格を当月1ケ月間の建値と定めております。

これについてお尋ねします。

1現状の方法でよい

2　2～3ケ月間固定価格にする

3　電気銅建値の改定に即時連動する

4　その他（

⑧　魁ご使用工事店様の動向についてお尋ねします。

使用工事店数は

1増えてきている

2　変わらない

3　減ってきている（理由

使用量は

1増えてきている

2　変わらない

3　減ってきている　（理由

⑨　年2回のキヤンベンセールを行なっておりますが、これについてお尋ねします。

1現状のまま続ける

2　必要ない

3　従来と違った企画を考えて欲しい

※　3に○をされた方に具体的ご提案をお願い致します



㊨魁の販促活動について最も重要だと思われるものを3項目選んで○で囲んで

下さい。

1販促専任営業員を置く

2　同行PRの回数を増やす

3　設計事務所等へのPR訪問を増やす

4　業界紙等への広告掲載を増やす

5　カタログ等資料を充実する

6　工事店対象の説明会を開く

7　施工技術編ビデオの制作

8　物件情報の提供

9　ご愛用工事店へ恩典制度の実施

10　代理店会の結成

⑪金属屋根は年々需要が伸びてきておりますが、今後もっとも高い伸びが期待さ

れると考えておられる金属を下記の中からお選び下さい。

イ・高級表面処理鋼板　　　ロ．カラーステンレス　　ハ．銅　板

二・カラーアルミ　　　ホ．チタン板　　　へ．亜鉛板

ト．その他（　　　　　　　　）

⑱近年、段葺や横茸等の新しい型状の屋根材が伸びてきておりますが、今後益々

伸びると考えられている型状はどのようなものか下記の中からお選び下さい。

イ・石綿セメント瓦　　　ロ．横雲・段茸　　　ハ．瓦　棒

ニ・折版ルーフデッキ　　　ホ．平　葺　　　へ．シーム溶接工法

ト．その他（　　　　　　　　）

⑬鋼一文字魁についてご要望やご意見がございましたらどんなことでもお書き下

さいましたら幸甚です。

ご協力まことにありがとうございました。



N O．9　9

平成　元年　4月　3日

魁ニュース

暖冬の影響によるのでしようか桜前線が日毎北上していく例年のパターンと異なり今年

は大阪も北陸も同じような桜だよりで、一斉に満開となったようであります。2日の日曜

日は好天に恵まれた所が多く絶好の花見日和になりましたが、皆さんお楽しみになりまし

たか。

いよいよ消費税制がスタートしました。先月20日過ぎ頃より、前倒し需要がかなり出

たようで、どこの運送会社も滞貨の山となり配送業務の遅れが目立ちました。一過性の現

象にすぎませんが、物流が混乱することで色んな所で被害を要っておられるところもある

ことと思われます。消費者として3％の消費税を払う立場で、この消費税を考えてみます

とかなり腹立たしい思いが致します。所得税や物品税の減税があり消費税を払う義務があ

ることはよくわかるのですが、消費税をとってもいい、とらなくてもいい、とった消費税

を納付しなくてもいいという特典が一部にあるのは可笑しな話で、客から預かった公金を

納めないで懐に入れることが公然と認められるなんて変な制度が許されるとは到底考えら

れません。消費者として税金を納めることと思えば3％を出すことにも抵抗を感じないが

公金横領者に払うんだったら嫌だと思うのは当然のことではないでしょうか。売上税を提

案した時の猛烈な反対運動に懲りた政府が、反対運動を抑えこんで、新税制を何としても

実現させるために免税や簡易税方式をとり入れ、皆が騒ぎだしたらその時に修正しようと

目論んだ高等戦略であるのかも知れません。そしてその修正プランは大蔵省当局で既に用

意されているかも知れません。

☆　4　月　の魁基準建イ直iま　4　6　7　円　／　kgです

3月の電気銅建値は1～4日450円，6～31日480円で平均建値は475円90銭

でした。4月の電気銅建値は460円でスタ～卜しました。従って4月の魁基準建値は（

475．90＋460）÷2＝467円95銭で円未満切捨て467円となりました。こ

の結果4月の魁基準建値450円超～500円未満の価格帯となり3月より1ランク上が

ります。

☆ア　ン　ケー　ト　調査ご協力のお原頁もヽ
魁ニュース　3月1日　NO．98号で魁に関するアンケート調査のご協力をお願い申しま

したが、早速ご協力を賜りありがとうございます。まだ、ご提出いただいてないかたには

ご多忙のところ恐縮ですが今週中にご返送下さいますよう、くれぐれもお願い申し上げま

す。集計結果等については次号でご報告申し上げる予定でございます。
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☆ア　ン　ケー　ト　へ御協力

あ　り　カヾ　と　う　ご　ざもヽ　ま　しノ　た

先月アンケート用紙をお送りしご回答いただきますようご協力をお願いいたしました処、

65通の御回答を賜りました。多大なご協力を頂きましたこと心よりお礼申し上げます。

アンケートの集計結果につきましては皆様へ直接当社担当者よりご報告させて頂きたいと

存じます。皆様より賜りました貴重なご意見を基にして、より信頼される商品への努力を

怠たらぬ所存でございます。今後共尚一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。
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発行　元年　5月　6日

魁ニュース

若　葉　1．あざやかな緑よ　あかるい禄よ

鳥居をつつみ　わら畠をかくし

かおる　かおる　若葉がかおる

2．さわやかな禄よ　ゆたかな緑よ

田畑をうづめ　野山をおおい

そよぐ　そよぐ　若葉がそよぐ　　　　松永みやお　作詞　　文部省唱歌

風薫る五月、常緑樹に混じって新芽をだした若葉の色とりどりの美しさは日にしみるばか

りか、身体の中にまでしみこんで、その美しさに感動で戻えを覚えるほどです。4月29

日の天皇誕生日をみどりの日と改めたことも季節にふさわしく、又この季節の大型連休を

ゴールデンウイークというのも成程とうなづけます。一年中で最も良い季節に大型の連休

がとれることは世界にも例を見ないようですが、このゴールデンウイークを皆様には如何

過ごされましたか。旅行・読書・スポーツ・レジャーはてはゴロ寝とさまざまでしょうが

今年はお天気に恵まれ屋外でスポーツをするには最適のコンディションになった処が多か

ったと思います。充分に英気を養うことができ、今週からの仕事に気合が満ちみちておら

れる方はきっと素敵なゴールデンウイークを過ごされた方でしょう。

土曜日休暇が増えてきて労働時間の減少傾向が定著しはじめた昨今、之からは仕事と余暇

を両立させる能力を持たぬばいけない時代に入ってきたとも言えましょう。40代50代

は仕事健先が高いシェアを占める年代ですが、この年代に余暇の使い方を苦手とする人が

多いようです。老後の生活を心豊かなものにするためにも今から余暇の愉しみをおぼえて

おかなければならない。来年のゴールデンウイークはもう少しましな過ごし方をしような

どとG．Wの終わったところで考えている私です。

☆空きノミ　レ　ッ　ト　ご返却のお原弓もヽ

魁専用のパレットが不足し生産にも障害が出るような状態で困っております。このパレッ

トはサイクルがきくよう頑丈に作ってありますので高価なものです。空いたパレットは最

寄りの運送便で着払いで即刻ご返送下さいますようお願い申し上げます。又小量しか入っ

てないパレットはご面倒でしょうが空けていただいてご返送下さいますようお願い申し上

げます。

☆　5　月　の魁基準建イ直は4　6　2　円　／　kgです

4月の電気銅建値は1～12日460円，13～24日470円，25～28日460円

で平均銅価は464円でした。　5月の電気銅建値は据置きで460円でスタートしまし

た。従って5月の魁基準建値は（464＋460）÷2＝462円となり価格帯は前月と

変わらず450円超～500円以下の価格帯です。
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発行　元年　6月　1日

魁ニ　ュース

先月は梅雨本番とも言えそうな長雨が続き、月の終り近くになってようやく五月らしいさ

わやかな天気のよい日が続きました。緑影も一段と漉くなってきました。

利狂人事件は検察庁の搾査終了茸言で一段落致しましたが、政治家の金銭感覚が我々庶民

とはかなりズレていること、政治家になるにはあるいはなったらお金が沢山いること、そ

のためにはあらゆる方法で金を集めることが何より東雲なこと、利権の提供や便宜をはか

ることがそれに伴いなされていること等、すべて判っていたことですがあらためて浮彫り

され認識をあらたにしたと言えましょう。古今東西、政治はお金のかかるもので漕廉潔白

の士を求めることは大海に落とした針を求めるが如く難しいことなのかも知れません。

住宅建設は62年度170万戸に対し本年はせいぜい140万戸位になろうと言われてお

り可成り落込んできました。そのせいか3月の反動で4月が閑散であったのは当然であり

ますが5月に入っても全般に動きは凡調でやや活気が乏しい展開が続いております。金利

が上がり超低金利時代に終止符が打たれ平成景気もゆるやかな後退に入ったとみるのは早

計でしょうか。之から暫らくは好調が持続する業界があり、そうでない業界もあるという

鞍行状態が続き徐々に後退する業界が増えていくと思います。非鉄業界も各社の決算発表

は価格の高騰や生産風の増大で軒並み増収増益となり欠損や無配の会社もなくなり久々に

明るい決算となりました。しかし2年余続いた高価格水準が今後も続くかといえばやはり

警戒しなければならない段階に来ていると考えざるを得ません。

住宅着工件数の減少は孜々の商売に直接影響するものだけに、暫らく目の届かなかった足

下をしっかり見っめなおす必要があるのではないでしょうか。

☆　6　月　の魁基準建イ直iま　4　1　7　円　／　kgです

5月の電気銅建値は1～9日460円，10～16日430円，17～31日410円で

平均銅価は425円でした。6月の電気銅建値は前月末と変らず410円でスタートしま

した。従って魁基準建値は（425＋410）÷2＝417円50銭、円未満切捨て41

7円となります。6月の魁価格帯は1ランク下がり400円超～4　50円以下の棚となり

ます。

☆　－リー　マ　－　ビ　ア　ー　セ　ー　ル

（期間　6　／　2　1　～　7　／　3　1）　開始

之からの季節の尾根工事は照りつける太陽熱で大変厳しい仕事になります。作業能率の上

がる魁を使い身体の負担を少しでも軽くしていただきたいと願い拡販のためのセールを6

月21日より7月31日まで開催いたします。ビールはアサヒスーパードライ500m缶

4本又はピール券2枚そしてレディーボーデンアイスクリーム450m且のギフト券2枚、

この3種類のうちいずれかを本体2ケース毎にプレゼントすることになっています。

チラシは15日頃までにお届け申し上げますので、お取引先様へP Rして下さいますよう

お節い巾し　しげます。
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☆空　き　ノミ　Lノ、ソ　ト　退去ロの　お原質もヽ

空きパレットがございましたら最寄りのトラック便で弊社宛着払いでご返送下さいますよ

うお願い申し上げます。

工事店様へ直送したケースのパレットの戻りが特に恋いようで、皆様の御得意先にありま

したら返送するようご依頼下さいますようよろしくお郁い申し上げます。



ア　ン　ケ　ート

嗣一文字魁をお取扱いいただいている立場から平素お感じになっておられることを教えて

いただきたいと願っております。お忙しいところまことに恐縮ですがよろしくお願い申し

上げます。

（D　魁の種類についてお尋ねします。　番号を○でお囲み下さい。

1現状の種類で充分である

2　種類を増やして欲しい

3　種類を減らして欲しい

4　その他（

（診　梱包単位についてお尋ねします。

1　いまのままでよい

2　坪単位梱包がよい

3　その他（

恥して臥い　2址　3．1％

その他　1社1．5％

③　現在、10枚毎にクレダンで包みベニア板を当てて梱包しています。この梱包

④　どのように改良したら良いか具体的に御意見をお聞かせ下さい。

②の改良すべきに○印された方の大半がダンボールケースにした方が

良いというご意見でした。

その他1枚づつがとれやすいように工夫したご提案もいただきました。



⑤　貴社にお届けする魁の荷傷み事故の有無についてお尋ねします。

1　な　い

2　時々ある

3　よくある

⑥　魁の品質について工事店さんがどのように評価しておられるかお尋ねします。

施工性について

1良　い

2　普　通

3　悪　い

（理由

形態及び寸法精度について

1　良　い

2　普　通

3　悪　い

（理由

⑦　現在、魁基準建値は前月平均電気銅建値と当月初電気銅建値をたして2で割り

その価格を当月1ケ月間の建値と定めております。

これについてお尋ねします。

現状の方法でよい

2～3ケ月閥定価肛する

14祉　22．5罵

2　2～3ケ月間固定価格にする

3　電気銅建値の改定に即時連動する

4　その他

電礪俵の改紅僻遠折る

4社　6．4％



⑧　魁ご使用工事店様の動向についてお尋ねします。

使用工部店数は

1増えてきている

2　変わらない

了一日㍊一二言ト∵∴∴∵・
使用量は

1増えてきている

2　変わらない

3　減ってきている

了・一一

⑨年2回のキヤンペンセールを行なっておりますが、これについてお尋ねします。

従批違った企離

考えて乱い

12社17．9％

1現状のまま続ける

2　必要ない

3　従来と違った企画を考えて欲しい

※　3に○をされた方に具体的ご提案をお願い致します

景品を工事店さんが仕事の上で必要とされるものにした方が

良いというご提案を数多くいただきました。

又、③に○印をされた方より1年間とか2年間とか長期にわ

たる点数制の企画提案もありました。

⑲魁の販促活動について最も鳴要だと思われるものを3項目選んで○で囲んで

下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　件数

1販促専任営業員を砕く　　　　　　　　　12

2　同行P Rの回数を増やす　　　　　　　　19

3　設計事務所等へのPR訪問を増やす　　　52

4業界紙等への広告掲載を増やす　　14　倍蔚

－　　－　－　　　　　－　　　　　　　－

5　カタログ等資料を充実する　　　　　　　　21

6　工事店対象の説明会を開く　　　　　　　14

7　施工技術編ビデオの制作　　　　　　　　　9

8　物件情報の提供　　　　　　　　　　　　　22

9　ご愛用工事店へ恩典制度の実施　　　　　14

1n　代理は会の結成　　　　　　　　　　　　　　3



⑬　金属屋根は年々需要が伸びてきておりますが、今後もっとも高い伸びが期待さ

れると考えておられる金属を下記の中からお選び下さい。

ィ．高級表面処理鋼板　　　ロ．カラーステンレス　　ハ．鋼　板

こ．カラーアルミ　　　ホ．チタン板　　　へ．亜鉛板

⑱近年、段茸や械葺等の新しい型状の崖板材が伸びてきておりますが、今後益々

伸びると考えられている型状はどのようなものか下記の中からお選び下さい。

ィ．石綿セメント瓦　　　ロ．構茸・段葦　　　ハ．瓦　棒

こ．折版ルーフデッキ　　　ホ．平　茸　　　へ．シーム溶接工法

ト．その他（　　　　　　　　）

⑬鋼一文字魁についてご要望やご意見がございましたらどんなことでもお書き下

さいましたら幸甚です。

価格について、もっと安くならないかというご意見がありました

ご協力まことにありがとうございました。



N O．10　2－1

発行　元年　7月1日

魁ニュース

梅雨の晴れ間の日射しが日を追う毎に強くなってきています。夏至を過ぎたのですから当

然といえますが暑さに弱いものには夏の訪れの確かな足音を聞くのは心重くつらいもので

す。外では不幸な中国の出来事、内では総理大臣の女性問題等かしましい話題の多い6月

でしたが7月はいよいよ参議院選挙がはじまり益々騒がしくなってきましょう。今度の選

挙は新潟県の補欠選挙に表われたように保守票が大幅に減るというのが大方の予測になっ

ていますが果たしてどうなりましょうか、関心の高まるところであります。単なる野次馬

根性で選挙結果を見るのでなく国民の一人一人が信頼出来る政党はどの政党か良く考えて

投票し、決して棄権をしないことが大切だと思います。

美空ひばりが亡くなりました。笠置シズ子のブギウギを真似て歌う少女歌手から自分の歌

を唄う大人の歌手に成長し、そして押しも押されもしない大歌手になるまで結婚・離婚・

硫酸事件・暴力団との結びつき等色々の苦難を乗り越えひたすら歌の女王の地位を貫ぬき

通した偉大な天才であり努力家であったといえましょう。迫力ある低音、澄み通る高音、

広い音域を駆使し歌詞の詩情を表現する巧みさは他の追随を許さぬ素晴らしいもので開く

者の心を揺さぶる名歌唱を数多く残しました。天命とは言え誠に残念なことです。しかし

彼女の残した名歌唱は之からも機会ある毎に聞かれることです。美空ひばりのフアンとい

うよりひばりの歌のフアンとして又同じ世代を歩んだ一人として彼女のご冥福を心から祈

りたいと思います。

非鉄金属の市況については鋼が6月中行ってこいの動きを見せたほかは、全般に横這いの

動きで目立った動きはありませんでした。之からの2ケ月間は経済活動が鈍る季節ですか

ら相場も凡調に推移すると考えられます。日本でも欧米なみに長い夏休みをとる企業が増

えてきていますが労働時間短縮化の動きが最近目立つようになってきました。労働力需給

が逼迫してきており労働力確保のために更に拍車がかかってきたと言えましょう。労働時

間短縮は内需の拡大につながると言われており、景気の面ではプラス要因として作用しま

す。又労働力不足の解消とコスト競争力の向上を企る設備投資はまだその衰えを見せず好

調を持続しており、景気の見通しはそれほど暗くないと言えるでしょう。又現在行われて

いる設備投資の多くは省力化を主目的とするものや旧来設備の更新によるものが多く供給

圧迫の要因となるものが意外に少ないのではないかと言われており、その面からも減速は

しても失速はしない息の長い景気が続くと考えられます。現在原料市況の見通しは大方の

見方が右肩下がりということですが62年63年同様秋高の展開が三年続きで見られるこ

とになるかも知れません。昔から相場は大方の見方とは違う動きをする習性があります。

言うではありませんか。　‘‘人の行く蓑に道あり　花の山”
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☆サ　マ　－　ビア　－　セ　－ル実施中
梅雨の晴れ間をついて工事をするにはお仕事の能率のあがる魁を使っていただくことが何

よりです。恒例のサマーピアーセールを6月21日より7月31日迄40日間行っており

ます。この機会にお客様へ魁をお勧め下さいますようよろしくお願い申し上げます。ピー

ルはアサヒスーパードライ500舶缶4本又はピール券2枚を本体2ケース毎にプレゼン

ト。ピールより他の物でというお客様にはレディーボーデンアイスクリーム450鵬のギ

フト券2枚をプレゼントいたします。

☆　7　月　の魁基準建イ直iま　4　0　4　円　／　kgです

6月の電気銅価格は1～5日410円，6～11日390円，12～14日410円，

15～22日430円，23～30日400円　と推移いたしましたがその平均価格は

409円09銭でした。7月の電気銅建値は400円掘置きでスタートしました。7月の

魁基準建値は（409円09銭＋400）÷2＝404円55銭で円未満切捨て404円

になります。従って7月の魁の価格帯は400円超450円以下の欄で前月の同価格帝で

変りません。
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発行　元年　8月1日

魁ニ　ュース

暑中お見舞い申し上げます。

予想されたこととはいえ、社会党の大勝となった参議院選挙が終り、次は自民党の後継

総裁選びに多くの関心が寄せられています。衆議院選挙を戦える態勢に樹て直す為には、

従来の派閥力学による総裁選びでは駄目で、思い切った改革をし国民の信頼を得ることが

肝要であります。長期政権でタガがゆるんでいたとも言える自由民主党が、この機会をバ

ネとして国際社会の一員として重要な役割を果せねばならない日本の政治を担うにふさわ

しい政党として頑張って欲しいと願わずにはおれません。

炎天下各地で高校球児が青春の情熱をかけ甲子園出場をめざす熱戦がくりひろげられて

います。晴れの代表が甲子園球場に集うのももう暫らくです。いまや夏の風物誌となった

甲子園球場の高校野球の観戦や応援に一喜一憂するもの又愉しいことであります。

暑さ厳しい折柄、どうぞ皆様にはくれぐれもご自愛賜りますようお祈り申し上げます。

1ランク下がり

☆　8　月　の魁基準価格Ⅰま　3　9　6　円　／　kgです

7月の電気銅建値は1－6日400円，7～17日380円，18～24日39　0円．

25～31日410円で平均銅価は393円33銭でした。8月の電気銅建値は400円

でスタートしました。従って8月の魁基準価格は（39　3．33＋400）÷2＝396

円66銭となり円未満切捨て396円となります。魁価格帯は1ランク下がり350円超
～4　00円以下の価格帯となります。

☆サ　マ　－　ビ　ア　－　セ　－ル終　了

6月21日から7月31日まで行いましたセールは皆様の絶大なご協力を賜りお陰様で所

期の目標を達成し終了いたしました。紙上を借りて厚くお礼申し上げます。今後共尚一層

御引立賜りますようよろしくお願い申し上げます。

☆板　一　条　メ　－　カ　－受注好調で納期遅れ必至
消費税が実施されてから私達の財布に5円や1円玉等の硬貨が目立って増えてきました。
一方交通機関も切符の自動販売機化を促進しており硬貨の需要は大幅に伸びてきておりま

す。之等、硬貨の製造は造幣局で行われておりますが、その圧延は伸銅会社が行っており

本年は昨年までと違い伸銅会社への発注丑は高水準が続いております。その上10月から

1．2月にかけては特にその発注丑が増え何かを削って減らさないことには消化しきれない

ような泉で、そのしわ寄せはどうしてもマージンが悪い建材用板等に向けられます。

既に現在納期遅れが出てきており今後メーカーの販売姿勢も今までとはかなり変わってく

ることが予想されます。まづそれはロールマージンの改正（値上げ）です。電気銅建値の

推移にも影響されますが、建値が下がっても鋼板・粂価格は下がらずロールマージンのア

ップとしてメーカーが吸収していく展開が予想されます。
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発行　元年　9月1日

魁ニ　ュース

虫の音が夜毎大きくなって来るように聞こえそぞろ秋の気配を感じるようになって参り

ました。猛暑に耐えた身体はやはりどこか病んでいる部分があるのでしょうか、季節の変

り目の所為でしょうか、少々けだるさを覚える向きが多いのもこの季節の特長です。

銅相場にとって8月は文字通り暑い暑い月となりました。　400円で始まり月末には

500円となり100円棒上げ。盆休み頃より急上昇を見せました。値上りの理由は自由

世界鋼需給総量が供給オーバーの予想が狂って一転供給不足になることが明らかになって

来たためと言われております。年初米国の景気減速により需要が減少すると予測されてい

たのが予想に反して米景気も底堅い動きをみせており、一方供給面ではペルー，パプアニ

ューギニア，カナダ，メキシコなど世界各国の銅鉱山でストや事故による生産障害が頻発

したため世界の需給のバロメーターになるLMEの在庫も7万トン台と極めて低い水準に

なっております。銅相場が急騰したことに加え魁ニュース103号でも触れましたように

メーカーがロールマージンの改正を強硬に押し進めてきておりますので銅板・集の価格は

当面高い水準を維持し、又秋の需要期と重なって品不足気味になっており急な値崩れ現象

はまづ現われないと考えられます。

☆　9　月　の鬼法基準建イ直iま　4　5　6　kg　／　円です

8月の電気銅建値は1～10日400円，11～15日410円，16～22日440円

23～26日450円．28～31日500円で平均銅価は433円91銭となりました

9月の電気銅建値は480円でスタートしましたので9月の魁基準建値は（433．91

＋480）÷2＝456円95銭となり円未満切捨て456円となります。従って魁価格

帯は一挙に2段階上がリ450円超～500円以下の棚となります。魁販売史上初めての

2段階上げで、ご迷惑をおかけ致し恐縮に存じますが、原料事情に寄因するものでござい

ますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。
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沌行　元年10月　2日

魁ニ　ュース

帖や土手に彼岸花・皇珠沙華が咲きみだれ萩が散りはじめ金木犀が甘い芳香を放ち秋本

番となってまいりました。日曜日には近くの学校から運動会の音楽や歓声が聞こえてきま

す。お子さんやお孫さんの可愛いい姿を日でおい、応援しながらご自分の幼さ日を思い出

される方も多いでしょう。

今年の九月の多雨は異常でした。桶の刈入れもずいぶん遅れているようです。捻りの秋

に異変がなければ艮いがと願います。建築関係も10月は繁忙な月ですが、文字通り稔り

多い月になるよう祈らずにはおれません。NHKで9月29・30日．10月1日と3夜

連続で消費税について討論会をやっておりました。ご覧になられた方も多いと思いますが

税制のみなおしや行政の改革、選挙制度の改善を進めることがわが国の21世紀への展望

を考えるうえで極めて大切なことがあらため、て認識されました。長期政権で自民党があぐ

らをかいていた点は否めず、前回の参議院選挙で国民が寄せた選択は国政への大きな刺激

となった点で纏めて有益なことでありました。我々国民が政治に無関心すぎることは無責

任に通ずる。選挙を通しての意志表示をしっかりしていかねばならないと思うのです。

☆　1　0　月（7）鬼辻基準吏巨イ直Ⅰま　4　6　0　円　／　kgです

9月の電気銅建値は1～20日480円，21～24日470円，25～30日450円

で平均銅価は4　71円50銭でした。10月の電気銅建値は4　50円でスタートしました

従って10月の魁基準建値は（471．50＋450）÷2＝460円75銭となり円未

満切捨て460円となります。魁価格帯は前月同様450円超～500円以下の価格帯に

なります。

☆　1　0　月　2　1　日　よ　り　1　1　月　3　0　日　ま　で

“得やぬ　く　屋根）　セ　－　ル”　実施

平素のご愛顧に感謝し、嗣一文字魁及ステン一文字魁のご愛用者拡大のため“得やねセー

ル”を実施いたします。今月中旬チラシをお届けいたしますので、工事店様へは請求書ご

送付の際、同封して下さいますようお願い申し上げます。職人不足でお困りの所もあり、

工事能率を高めることが必須となっている現状には最適の商品であります。是非、この機

会にお買い上げ下さるようお勧め賜れば幸甚であります。絶大なるご協力のほど伏してお

願い申し上げます。
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発行　元年11月1日

魁ニ　ュース

秋も深まり夜はかなり冷えるようになりました。油断をして風邪をひくノ、もかなりおられ

るようですが、いまごろの季節は少し厚目にきて暖かい時は脱いだりする方が良いようで

す。

金木犀が放りかわって銀木犀（丸薬ひいらぎ）が可憐な花を咲かせ芳香を放っておりま丸

街路樹も紅葉しはじめ、落葉もさかんです。私の阻母が秋はいやじゃのうと言っていたこ

とを思い出しますが、たしかに静まった夜道、秋風にカラカラと落葉のまう昔を聞くと、

いのちのはかなさを想い叔漠とした気持ちになります。

しかしまた一方、小春日和の陽光の中に見るいろとりどりの美しさを常でると、そんな感

傷はふきとんでしまいます。むかしから私たち日本人は自然と則こ′lミきIl然によせて情感

をうたいあげてきました。万葉集の款はまさに何のけれんもなく心の思いをすなおにl－1休

にことよせうたいあげた恋歌集です。たいせつにしていきたい自然の恵みですが、最近は

経済優先でr那芭が進み、山紫水明の地はどんどん狭くなってきています。又、どこへいっ

ても空缶などがゴロゴロ転っていて不愉快になります。印の中から平気で聖わを投げすて

る人の多いこと、中には車のLflの灰皿をあげて道路にすいがらや状を捨てる人までいまも

自分だけが良ければいいという考えの人がふえてきたのでしょうか。公徳心の欠けた人が

増えてきたのは学校の教育や家庭での躾が昔のようになされないからとよくいわれており

ますが、社会人となる若者を受けいれる企業においても経営者や管埋職が指導し注意して

いくことをしっかりやらねはいけないのではないでしょうか。

☆11月　の魁基準建イ直iま　4　4　2　円　／　kgです

10月の電気銅建値は1～10日450円，11～23日460円，24～31日450

円で平均銅価は454円28銭でした。11月の電気銅建値は20円下がり430円でス

タートしました。従って11月の魁基準建値は（454．281－430）÷2＝442円

14銭となり円未満切捨て442円になります。魁価格帯は400円超～450円以下の

欄で1ランク下がります。

☆得やねんセ　一一　ル日日健にlコ

恒例の需要期にむけてのキャンペーンセールを10／21より11／30迄の期間で開催

中であります。価格も1ランク下がりましたのでお求めやすくなりました。椚々ご販売下

さいますようよろしくお願い申し上げます。

☆ノミ　Lノ、ソ　トiま空　も→　て　ま　－tきんカ→　？

パレットが不足し困っております。もし空きパレットがございましたら最寄りの運送会社

で当社宛ご返送下さいますようお手数をかけ恐縮ですがよろしくお願い申し上げます。
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発行　元年12月　1日

魁ニュース

昭和から平成へ年号があらたまった最初の1年も早いもので最後の月に入りました。1年

を振り返ってみますと、地味豊かな土地にさんさんと太陽の光がふりそそぎ豊年万作の収

穫のよろこびに日本中が好景気を謳歌した年であったといえましょう。いざなき景気を上

回る息の長い好景気となり、まだ持続されるとも言われていますが、昨今は少しばかり変

化の兆しを感じることがきかれるようになりました。経済は変化するもの、時計の振子が

反対側に振れるように不景気の方向に動いたとしても少しも不思議でなく、不時に備える

心構えを忘れてはならないと思います。昨年から今年にかけて日本列島は東京からはじま

って地方へと地価の上昇が蔓延しました。これによる影響はさまざまで善意きめがたいと

ころかも知れませんが、マイホームを計画するものにとってはこの地価上昇は大きな障害

となっており、もはや都会では土地つきマイホームをもつことは買換資産をもつものでな

ければ夢物語りとなっております。世界の諸国と比較して日本は資産較差が少ないのか一

つの大きな特色であり、之が日本人の勤勉性や治安のよさを支える要素として働いていた

とも考えられ、ストックインフレが資産較差を拡げそれが日本人の勤勉性をそこない治安

の乱れにつながっていくかも知れないとするなら、地価を下げるための対策が講じられね

はなりません。ほんらい土地は天からのさずかりもの、必要とするぶんだけその対価を払

って天より一時お借りする、対価が払えなくなったり必要がなくなったらお返しするとい

うようにできれば一番よいのではないかと思います。それにはどうしたちょいのか。

全部国有化するのですか。いいえそれは一番良くない方法です。土地は基本的に私有制度

をかえるわけにはいかないでしょう。11月29日付けの新聞に故松下幸之助氏の遺産相

続税が公表されていました。5億円を超える過産には70％の税率がかかり執行猶予の奥

さんの相続分を除けば相続総額1224億に855億の相続税が謀せられています。1代

30年として資産の増加を除けば2代目から3代目が相続した時は初代の遺産の9％しか

相続できない、4代目が相続する時はなんと2．7％になってしまうのです。このことか

ら患うのです。土地は天からのさすかりものだと。しかし相続税だけでは問題があります

から固定資産税をつかわなければならないでしょう。固定資産税を小面積の控除制度をと

り入れあげていくべきだと息います。固定資産税は一種の使用料で使用料が払えなくなっ

たら支払える範囲を超えるものは天へお返しする。払える範囲内でお借りする。

このように考えたら土地成金の人をみてもうらやましいと思わなくてむしろご苦労さんと

言ってあげたくなるでしょうし、大企業が遊休土地をしこたま抱えこんでいることもでき

にくくなってくるのではないでしょうか。庶民がマイホームを持つことが夢であっても手

の届かない夢でなく努力すれば手の届く夢であるためにも、土地問題はみんなが真剣に考

えねばならないように患います。

本年も残り少なくなりました。この1年賜りましたご愛厭に紙上を借り心より厚くお礼申

し上げます。ご自愛賜り良き新年を迎えられますようお祈り申し上げます。
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☆1　2　月　の魁基準建イ直lま　4　0　8　円　／　kgです

11月の電気銅建値は1～6日430円，7～13日420円，14～20日430円，

21～30日400円で平均銅価は417円でした。12月の電気銅建値は400円でス

タートしました。従って12月の魁基準建値は（417＋400）÷2＝4（18．50銭

となり円未満切輪て408円となります。従って価格郡は前月同様、400円超～45（1

円以下の欄となります。

☆　L M E　剣可価格推移表

／　J j　　4　　√　　占　　7　　占、　9　　′○　／／　′J

☆　“得やオaセ　一一　ル”　終　了

10月21日より11月30日まで得やねセールを実施いたしましたところ、代理店のみ

なさまの絶大なるご協力を賜り、おかげさまで所期の成果を達成することができました。

心より厚く御礼申し上げます。セール景品につきましては今月内にお引きわたしできます

ようご協力を賜りますようあわせてお願い申し上げます。

☆空　き　ノミ　L／ツ　ト　ご返去ロの　お原貝　しヽ

魁専用のパレットが不足し生産にも障害が出て大変因っております。このパレットはサイ

クルがきくよう頑丈に作ってありますので高価なものです。空いたパレットは最寄りの運

送便で着払いで即刻ご返送下さいますようお願い申し上げます．又′ト叔しか入ってないバ

レ、ソトはご面倒でしょうが空けていただいてご返送下さいますようお願い申し上げます．


