（参考日本語訳）

タイベック®
タイベック®の生産能力拡大のためデュポン
の生産能力拡大のためデュポン セーフティ＆コンストラクションが
ルクセンブルクにおいて
ルクセンブルクにおいて 400 百万ドル超
百万ドル超を投資
革新的な製品開発のための需要拡大を推進

2018 年 6 月 4 日 デラウエア州ウィルミントン、ダウ・デュポン 特殊化学品事業部門の
デュポン セーフティ＆コンストラクションは、ルクセンブルク工場においてタイベック®不織布の
生産能力を拡大するために 400 百万ドル超を投資する計画を発表しました。 3 本目となる生産ライン
を建設するこの計画は 2021 年に稼動予定です。

「デュポン™タイベック®の需要拡大は全てのマーケットにおいて世界的に続くでしょう。
この生産拡大計画は不織布分野のリーダーとして、また、デュポンからイノベーションを発信するた
めに、タイベック®ビジネスにおいて非常に重要なステップです」とデュポンセーフティ＆コンストラク
ション事業の社長であるローズ・リーが述べました。

業界での予測によると、タイベック®の潜在的需要は数十億ドルです。

2017 年に不織布の世界的リーダーであるデュポンはデュポン™タイベック®の 50 周年を迎
えました。高密度ポリエチレン 100％で出来ているユニークな特徴を持つタイベック®は保護や
安全分野における用途において幅広く使用されています。主な用途は以下の通りです。
•

•
•
•

ビルディング＆エンベロープ、タイベック®ハウスラップ、タイベック®シルバー、タイベック®フラッシング
システムなど、より快適でエネルギー効率に優れ、結露や雨漏りを抑えるための製品ラインアップを揃
えています。
タイベック®防護服、各種産業分野やクリーンルーム用途、災害時の一次対応者用途において優れた
保護性能を提供します。世界中で年間 200 百万着以上のタイベック®防護服が使用されています。
タイベック®メディカルパッケージング, ヘルスケア分野において幅広く使用されています。45 年以上前
から使用されているタイベック®は滅菌包材用の優れたスタンダードとして認識されています。
タイベック®グラフィック用途並びに工業用包装用途、多目的かつ特殊な用途で使用されています。
例えば、薬品や痛みやすい商品の保護のためのカーゴカバー用途などが挙げられます。また、封筒 、
タグ、ラベル、バナー、リストバンド、地図、その他アート製品としても使用されています。

E. I. du Pont de Nemours and Company
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タイベック®は様々な産業分野において重要な役割を果たして参りました。例えばハウスラ
ップは、戸建て建築において革新的な成果を挙げました。また、防護服分野においては、新たな規
格作りに貢献し、医療機器製造の進歩を実現し、その他様々な用途においても重要な役割を果た
して参りました。デュポンはこれからもお客さまと共にマーケットニーズに応えられる用途開発に邁
進する所存です。また、照明やファッションアクセサリーなどのコンシューマー製品のデザイナーの
皆さまにおいては、軽量でかつ耐久性のあるタイベック®の需要が高まっています。
For Greater Good™は、デュポン™タイベック®ブランドの約束です。 タイベック®は人々が必要と
する信頼できる防護性を提供し、より安心して大きな課題を達成できるように貢献します。
タイベック®の様々な用途例の写真は DuPont™ Tyvek® brand からご覧いただけます。

デュポンセーフティ＆コンストラクションについて
デュポンセーフティ＆コンストラクションについて
ダウデュポン・スペシャルティ・プロダクツ部門の事業部門であるデュポンセーフティ＆コンストラクショ
ンは、人々や構造、環境といった重要な問題を守る製品とソリューションを提供するグローバルリーダ
ーであり、ユニークな機能を持つ、世界的で象徴的なブランドである、コーリアン®、ケブラー®、
ノーメックス®、タイベック®、スタイロフォーム™、Filmtec®などを通して顧客の皆さまの成功を
支えています。
ダウ・デュポン 特殊化学品事業部門について
特殊化学品事業部門について
ダウ・デュポン（NYSE：DWDP）の特殊化学品事業部門は、技術を基盤とした素材、原料、ソリューショ
ンの提供を通し、産業や日々の暮らしの変革に貢献する、世界のイノベーションリーダーです。我々
は広範な専門知識並びにサイエンスを適用し、エレクトロニクス、トランスポーテーション、住宅・
建築、健康、食品、安全など、主要マーケットにおけるお客様の卓越したアイデアをイノベーションへと
繋げる架け橋となります。ダウ・デュポンは、特殊化学品事業部門を分割し、独立した上場企業として
設立する計画です。詳細はwww.dow-dupont.comをご覧ください。
ダウ・デュポンについて
ダウ・デュポン（NYSE：DWDP）は、農業関連、素材科学、特殊化学品分野における強固で独立した上
場企業を設立することを目的に、米国に本社を置くザ・ダウ・ケミカル・カンパニーとデュポン社が構成
するホールディングカンパニーです。生産性に優れかつ科学を基盤としたイノベーションを通じて、そ
れぞれの業界をリードし、お客さまのニーズに応え、世界の課題解決に貢献します。www.dowdupont.com

将来の見通しについての注意書き（英文のまま
将来の見通しについての注意書き（英文のまま掲載
意書き（英文のまま掲載）
掲載）
Cautionary Statement About Forward-Looking Statements
This communication contains “forward-looking statements” within the meaning of the federal securities laws, including Section 27A of the
Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. In this context, forward-looking
statements often address expected future business and financial performance and financial condition, and often contain words such as “expect,”
“anticipate,” “intend,” “plan,” “believe,” “seek,” “see,” “will,” “would,” “target,” similar expressions, and variations or negatives of these words.
On December 11, 2015, The Dow Chemical Company (“Dow”) and E. I. du Pont de Nemours and Company (“DuPont”) announced entry into
an Agreement and Plan of Merger, as amended on March 31, 2017, (the “Merger Agreement”) under which the companies would combine in
an all-stock merger of equals transaction (the “Merger Transaction”). Effective August 31, 2017, the Merger Transaction was completed and
each of Dow and DuPont became subsidiaries of DowDuPont Inc. (“DowDuPont”). For more information, please see each of DowDuPont’s,
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Dow’s and DuPont’s latest annual, quarterly and current reports on Forms 10-K, 10-Q and 8-K, as the case may be, and the joint proxy
statement/prospectus included in the registration statement on Form S-4 filed by DowDuPont with the SEC on March 1, 2016 (File No. 333209869), as last amended on June 7, 2016, and declared effective by the SEC on June 9, 2016 (the “Registration Statement”) in connection
with the Merger Transaction.
Forward-looking statements by their nature address matters that are, to different degrees, uncertain, including the intended separation of
DowDuPont’s agriculture, materials science and specialty products businesses in one or more tax efficient transactions on anticipated terms
(the “Intended Business Separations”). Forward-looking statements are not guarantees of future performance and are based on certain
assumptions and expectations of future events which may not be realized. Forward-looking statements also involve risks and uncertainties,
many of which are beyond the company’s control. Some of the important factors that could cause DowDuPont’s, Dow’s or DuPont’s actual
results to differ materially from those projected in any such forward-looking statements include, but are not limited to: (i) successful integration
of the respective agriculture, materials science and specialty products businesses of Dow and DuPont, including anticipated tax treatment,
unforeseen liabilities, future capital expenditures, revenues, expenses, earnings, productivity actions, economic performance, indebtedness,
financial condition, losses, future prospects, business and management strategies for the management, expansion and growth of the
combined operations; (ii) impact of the divestitures required as a condition to consummation of the Merger Transaction as well as other
conditional commitments; (iii) achievement of the anticipated synergies by DowDuPont’s agriculture, materials science and specialty products
businesses; (iv) risks associated with the Intended Business Separations, including those that may result from the comprehensive portfolio
review undertaken by the DowDuPont board, changes and timing, including a number of conditions which could delay, prevent or otherwise
adversely affect the proposed transactions, including possible issues or delays in obtaining required regulatory approvals or clearances related
to the Intended Business Separations, disruptions in the financial markets or other potential barriers; (v) the risk that disruptions from the
Intended Business Separations will harm DowDuPont’s business (either directly or as conducted by and through Dow or DuPont), including
current plans and operations; (vi) the ability to retain and hire key personnel; (vii) potential adverse reactions or changes to business
relationships resulting from the completion of the merger or the Intended Business Separations; (viii) uncertainty as to the long-term value of
DowDuPont common stock; (ix) continued availability of capital and financing and rating agency actions; (x) legislative, regulatory and
economic developments; (xi) potential business uncertainty, including changes to existing business relationships, during the pendency of the
Intended Business Separations that could affect the company’s financial performance and (xii) unpredictability and severity of catastrophic
events, including, but not limited to, acts of terrorism or outbreak of war or hostilities, as well as management’s response to any of the
aforementioned factors. These risks, as well as other risks associated with the merger and the Intended Business Separations, are more fully
discussed in (1) the Registration Statement and (2) the current, quarterly and annual reports filed with the SEC by DowDuPont and to the
extent incorporated by reference into the Registration Statement, by Dow and DuPont. While the list of factors presented here is, and the list of
factors presented in the Registration Statement are, considered representative, no such list should be considered to be a complete statement
of all potential risks and uncertainties. Unlisted factors may present significant additional obstacles to the realization of forward-looking
statements. Consequences of material differences in results as compared with those anticipated in the forward-looking statements could
include, among other things, business disruption, operational problems, financial loss, legal liability to third parties and similar risks, any of
which could have a material adverse effect on DowDuPont’s, Dow’s or DuPont’s consolidated financial condition, results of operations, credit
rating or liquidity. None of DowDuPont, Dow or DuPont assumes any obligation to publicly provide revisions or updates to any forward-looking
statements whether as a result of new information, future developments or otherwise, should circumstances change, except as otherwise
required by securities and other applicable laws.

# # #

デュポンオーバルマーク、デュポン™、™または®が付いている製品は特に注記がない限り、
米国デュポンまたはその関連会社の商標または登録商標です。
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