
JFEの棒鋼・線材
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品種と用途 お客様のニーズに合わせた多彩なラインナップ

規格はJISをベースにおいておりますが、SAE・AISI・DIN等の
外国規格をはじめ、その他ご要望のご相談に応じます。

規格名称 JIS規格相当番号 主な用途

機械構造用炭素鋼鋼材
S 10C～58C
S 09CK～20CK

JIS G 4051 自動車、船舶、精密機械、
電機等の各種部品

機械構造用合金鋼鋼材
SMn 420～443
SMnC 420、443
SCr 415～440
SCM 415～822
SNCM 220～815及び各H鋼

JIS G 4052 
JIS G 4053

建設機械、自動車等の特殊部品、
高力ボルト、シャフト、歯車、
各種チェーンのピン及びブッシュ

高温用合金鋼ボルト材
SNB 7、16

JIS G 4107 高温圧力容器バルブ、継手用ボルト

ばね鋼鋼材
SUP 9、12、9A

JIS G 4801
自動車車両用コイルばね、
自動車スタビライザー、
トーションバー

硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材
・SUM 
   22～31、22L、23L、24L

・SAE（AISI） 
   1117、1213、1215、12L14
   1215M、1215MU、1215ML

JIS G 4804及びSAE（AISI） 自動車、電機、精密機械等の部品

高炭素クロム軸受鋼鋼材
SUJ 2、SUJ 3

JIS G 4805 軸受、ピン、機械部品

ボロン鋼鋼材
10 B21～10B38  KF10T
15 B23～15B41
S35BC、S40BC、S48BC

― 高力ボルト・ナット、機械部品、
ロードチェーン

機械構造用快削鋼 
（機械構造用炭素鋼・合金鋼）

― 建設機械、自動車等の特殊部品、
シャフト、歯車

鉛快削鋼
付加記号 Pb（％）

.....L1 0.04～ 0.09

.....L2 0.10～ 0.30

硫黄快削鋼

付加記号 S（％）
.....S0 0.015～ 0.035
.....S1 0.040～ 0.070
.....S2 0.080～ 0.120
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規格名称 JIS規格相当番号 主な用途

非調質鋼
NH45MV、NH48MV
S45CVS1 他

― クランク、機械構造用、タイバー、
タイロッド

クロムバナジウム鋼
S 32CC5V～55CC4V

― 作業工具、各種工具、刃物類、
ドライバービツト、機械構造用

高強度フープ筋用線材
SD785

― 建設用せん断補強筋

ピアノ線材
SWRS 62Ａ、B～87A、B

JIS G 3502 ピアノ線、PC鋼線及び鋼撚線、
オイルテンパー線、高級ばね

軟鋼線材
SWRM 6K～22K

JIS G 3505
鉄線、めっき鉄線、なまし鉄線、釘、
溶接金網、有刺鉄線、異形線、
建築金具

硬鋼線材
SWRH 27～37、42Ａ、B～82A、B

JIS G 3506
ワイヤーロープ、各種ばね、スポーク、
スプリングワッシャー、めっき鋼撚線、
めっき鋼線

冷間圧造用炭素鋼 第1部：線材
SWRCH 6A～22A
　　　　10K～50K

JIS G 3507-1 各種ボルト・ナット、小ネジ、小鋲、
その他各種機械部品

一般構造用圧延鋼材
SS 330～540

JIS G 3101 土木建築、橋梁用基礎ボルト、
その他一般機械部品

みがき棒鋼用一般鋼材
SGD A、B
        1K～4K、3KM～4KM

JIS G 3108 自動車、機械、船舶等一般機械部品、
シャフト



品種と用途〈自動車〉

自動車産業を支える
高品質な鋼材を提供

自動車の心臓部であるエンジンをはじめ、パワートレイン、足回りなどの重要保安部品に

数多く採用されています。

JFEスチールが提供する先進の棒鋼・線材製品は、ドライバーの安全を守るとともに、

自動車の軽量化・低エネルギー化に貢献しています。
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品種と用途〈建設機械・産業機械〉

風力発電から建設機械まで、
幅広い産業分野で活躍

クリーンエネルギーとして注目を集める風力発電機、パワーショベルやダンプなどの建設

機械から舶用エンジン、射出成形機などの産業機械、さらに土木建築まで、JFEスチール

の棒鋼・線材製品は幅広い分野でご使用いただいています。
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生産拠点

西日本製鉄所・倉敷地区
レイアウト

棒鋼・線材の生産を担う
世界最大の西日本製鉄所と仙台製造所

JFEスチールの生産拠点は、西日本・東日本の臨海型の２つの大型製鉄所、

そして知多製造所と仙台製造所の２つの製造所で構成されています。

棒鋼・線材の製造は西日本製鉄所・倉敷地区と仙台製造所が担っており、

最先端の技術力によって高品質な棒鋼・線材製品の生産を効率的に行っています。

鋼片工場

棒線工場

第１製鋼工場 石灰工場
鉱石ヤード

コークス工場

石炭ヤード

焼結工場

第２～４高炉

本　館表面処理工場・
冷延工場

熱延工場

厚板工場

形鋼工場

電磁工場

第２製鋼工場

溶銑予備処理センター

スチール研究所
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仙台製造所
レイアウト

JFEスチールの主要生産拠点
西日本製鉄所（倉敷地区）

仙台製造所西日本製鉄所（福山地区）

知多製造所

東日本製鉄所（千葉地区）
東日本製鉄所（京浜地区）

棒鋼・線材をはじめ薄板、厚板、
電磁鋼板、形鋼などを生産する
世界最大級の製鉄所

棒鋼・線材を生産する東の拠点

世界有数の鋼管工場
薄板、厚板、ステンレス、鉄粉などの
高級鋼を得意とする製鉄所

製鋼工場
線材工場棒鋼工場

鋼片工場

鋼片精整工場

スチール研究所
本　館



製造工程と設備〈全体概要〉

西日本製鉄所・倉敷地区

仙台製造所

■ 焼結工場

■ コークス工場 ■ 二次精錬（取鍋精錬・真空脱ガス）

■ 二次精錬（取鍋精錬・真空脱ガス）

■ 造塊鋳造

■ 溶銑予備処理

■ 高 炉

■ 電気炉

■ 転 炉 ■ 連続鋳造

■ 連続鋳造

取鍋精錬取鍋精錬

取鍋精錬取鍋精錬

真空脱ガス

真空脱ガス

ブルーム

（西日本製鉄所より）

鉄鉱石を石灰石と焼き
固めて、焼結鉱をつく
ります。

鉄鉱石を溶解、還元し
て鋼のもととなる銑鉄
をつくります。

鉄スクラップを溶解・精錬し、
溶鋼をつくります。

炉内に溶けた銑鉄を注ぎ込み、
酸素を吹き込んで炭素を取り除
き溶鋼へと精錬します。

鋼を連続的に固めて鋼片
（ブルーム）をつくります。

鋼を連続的に固めて鋼片
（ブルーム）をつくります。

〈電磁撹拌付〉

〈電磁撹拌付〉

高 炉

電気炉（エコアーク炉）

転 炉

取鍋精錬設備

取鍋精錬設備

真空脱ガス設備

真空脱ガス設備

連続鋳造設備

石炭を高温で蒸し焼き
にして、コークスをつ
くります。

溶鋼中の不純物をさらに取り除き、
より高品質の鋼をつくります。

溶鋼中の不純物をさらに取り除き、
より高品質の鋼をつくります。

鋼を鋳型で固めて鋼塊
（インゴット）をつくります。

高炉から出銑された銑鉄に酸素や
石灰を加えて、硫黄やリンなどの
不純物を除去します。
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■ 鋼片圧延 ■ 棒鋼・線材圧延

■ 線材圧延

■ 棒鋼圧延

■ 第１製鋼工場設備

■ バーインコイル■ 棒鋼

■ 線材

■ 線材２次加工

■ 棒 鋼

■ 冷間引抜線材

■ バーインコイル・線材

ブルーム

鋼 塊

ブルームを圧延し、ビレット
や丸鋼をつくります。

■ 鋼片圧延
ブルームを圧延し、
ビレットをつくります。

ビレットを圧延し、線材をつくります。

ビレットを圧延し、棒鋼をつくります。

ビレットを圧延し、棒鋼
や線材をつくります。

（軸受鋼）

鋼片粗圧延機 鋼片仕上圧延機

連続鋳造設備 造塊鋳造設備 ※1.ブルーム寸法：300㎜（厚）x 400㎜（幅）、400㎜（厚）x 560㎜（幅）

※2.ブルーム寸法：310㎜（厚）x 400㎜（幅）

Φ16～90㎜

Φ5.5～18㎜

Φ17～120㎜ Φ16.7～52㎜

■ 丸 鋼 ■ 角 鋼
Φ95～450㎜ □ 250～750㎜

・バーインコイル
Φ16～38㎜
□12.7～27㎜

・線 材
Φ4.2～19㎜

酸洗、ボンデ+球状化焼鈍+伸線

溶  製  炉 転炉（ＬＤ－ＫＧＣ法） 200t/回 3基

二次精錬設備
取鍋精錬設備 200t/回 1基

真空脱ガス設備 200t/回 2基

連続鋳造設備 コンキャスト全湾曲型 ４ストランド※ 1 1基

造塊鋳造設備 下注鋳造 鋼塊重量 12t / 24t 2基

■ 製鋼工場設備 [設備能力:852千t／年 ］

130T ＵＨＰ電気炉 トランス 75MVA 電極φ 24"
偏芯型炉底出鋼方式環境対応型高効率アーク炉 1基

取鍋精錬設備 トランス16MVA 電極φ16" LF法台車式 1基

真空脱ガス設備 ２槽旋回方式 酸素上吹可能 1基

連続鋳造設備 全湾曲型 ４ストランド※ 2 1基



製造工程と設備〈西日本製鉄所・倉敷地区〉

鋼片工場 製造工程
■ 圧延

■ 精整A（製品）

■ 精整B（棒線工場へ）

■ 丸ビレット（φ175㎜）

■ 一般丸鋼

■ ピーリング丸鋼

■ ピーリングビレット

■ 角ビレット（□150㎜）＊棒線工場にて精整

A

B

A

B

加熱炉 粗圧延機
（BDミル）

漏洩磁束探傷装置

漏洩磁束探傷装置

超音波探傷装置

磁粉探傷装置 超音波探傷装置

超音波探傷装置

磁粉探傷装置

グラインダー

グラインダー

グラインダー

グラインダー

グラインダー

グラインダー

コールドソー

超音波探傷装置

ピーリング設備

ピーリング設備

渦流探傷装置

渦流探傷装置

出  荷

棒線工場圧延へ

仕上：φ270～450㎜、□250～750㎜

仕上：
φ95～420㎜

仕上：
φ175㎜、□150㎜

ホットスカーファー 仕上圧延機
（VHミル）

識 別

粗圧延機

超音波探傷装置

仕上圧延機

ピーリング設備

■ 鋼片工場設備

圧延機
粗圧延機（ハイリフト２重可逆方式） １基

仕上圧延機（２重連続式、VHミル） ４スタンド

精整検査設備

プレス矯正機 ２基

漏洩磁束探傷装置 １基

丸鋼全断面超音波探傷装置 ２基 

磁粉探傷装置 ２基

ビレットグラインダー設備 ５基

ピーリング設備 ２基

渦流探傷装置 １基

[設備能力 :1,440千t／年 ］

磁粉探傷装置
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■ 圧延

■ 棒鋼精整

■ コイル精整

■ 棒鋼（φ16～90㎜）

C

C

D

E

D

加熱炉

クーリングベッド

コンパクトミル

コールドシャー

仕上圧延機 KSミル
（棒鋼4ロールミル）

粗圧延機 中間圧延機

水冷帯 水冷帯

水冷帯 水冷帯

漏洩磁束探傷装置 超音波探傷装置

出  荷フックコンベア

出  荷

棒鋼
精整へ

コイル
精整へ

コイル
精整へ

面 取

秤 量

結 束

結 束

ラベラー

棒鋼精整ライン

粗圧延機 KSミル

ステルモア

■ 棒線工場設備

圧延機

粗圧延機（Ｈ－Ｖ方式） ８基

中間圧延機（Ｈ－Ｖ方式） ６基

仕上圧延機（Ｈ－Ｖ方式） ４基

ＫＳミル（棒鋼４ロールミル） ２スタンド

線材仕上圧延機（ブロックミル） １０スタンド

ＫＳＷミル（線材４ロールミル） ３スタンド

精整検査設備

矯正機 ２基

漏洩磁束探傷装置 ２基

丸鋼全断面超音波探傷装置 ２基

磁粉探傷装置 １基

[設備能力 :580千t／年 ］

棒線工場 製造工程

E

E

水冷帯

２ロール矯正機

水冷帯

ポアリング式
巻取機

コイル
風冷装置

ブロックミル KSWミル
（線材4ロールミル）

ステルモア渦流探傷装置
寸法測定機

渦流探傷装置
寸法測定機

リフォーミング
タブ

■ バーインコイル（φ16～38㎜）

■ 線材（φ4.2～19㎜）

外観検査
識別検査
磁粉検査他



製造工程と設備〈仙台製造所〉

鋼片圧延工場 製造工程

鋼片精整工場 製造工程

線材工場 製造工程

■ 線材工場設備

加熱炉 ウォーキングビーム式　130ｔ /h ー

圧延機

第 1粗圧延機（連続 V-H方式） 2基

第 2粗圧延機（水平２重閉頭式） 7基

第１中間圧延機（水平２重閉頭式） 6基

第 2中間圧延機（プレフィニシングミル） 2基 
× 2系列

仕上圧延機（NTブロックミル） 2スタンド

ステルモア冷却（強制風冷型） 2系列

渦流探傷装置 2基

寸法測定機 2基

精整検査設備 磁粉探傷装置 1基

[設備能力 :300千t／年 ］■ 鋼片圧延工場設備

加熱炉 ウォーキングビーム型 200t/h 1基

粗圧延機 水平 2重逆転式 1基

ホットスカーファー 溶削代 1.0～ 2.0㎜ 1基

仕上圧延機 ４スタンド (V-H) 1基

冷却床 レッヘン式２面 1基

[設備能力 :1,152千t／年 ］

■ 鋼片精整工場設備

ショットブラスト 150t/h 2基

磁粉探傷装置 自動探傷装置１基 4基

超音波探傷装置 3MHz 1基

ビレットグラインダー 磁粉探傷装置付 7基

プレス矯正機 ― 1基

[設備能力 :1,080千t／年 ］

磁粉探傷装置 超音波探傷装置 グラインダー

表　示

識別
検査

ショットブラスト

■ 圧延

加熱炉 第１粗圧延機 第１中間圧延機第 2粗圧延機第 粗圧延機 第 粗圧延機 第 中間圧延機

A

■ 仕上圧延・ステルモア冷却〈2ライン〉

第２中間圧延機
（プレフィニシングミル）

仕上圧延機
（NTブロックミル）

渦流探傷装置
寸法測定機

水冷帯 ステルモア リフォーミング
タブ

コイル
精整へ

A B

■ コイル精整

フックコンベア 出  荷

外観検査
識別検査
磁粉検査他B 秤　量結　束

加熱炉 粗圧延機 ホットスカーファー シャー仕上圧延機
鋼片精整へ

線材・棒鋼工場
圧延へ
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■ 圧延

■ 棒鋼精整

■ コイル精整

棒鋼工場 製造工程

■ 棒鋼工場設備

加熱炉 上下 6帯ウォーキングビーム型
3分割式　180ｔ /h

ー

圧延機

粗圧延機（全連続 H-V方式） 8基

第１中間圧延機（全連続 H-V方式） 4基

第 2中間圧延機（全連続 H-V方式） 4基

第 3中間圧延機（全連続 V-H方式） 4基

仕上圧延機：3ロール方式
（SCFM：サイズチャンスフリーミル） 4基

寸法測定機：投影式連続回転型等 3基

巻取機：ポアリング式 2基

冷却床：レッヘン式 1基

コールドシャー：ダウンカット式 2基

精整検査設備

矯正機 3基

面取機 2基

寸法測定機 2基

漏洩磁束探傷装置 2基

磁粉探傷装置 2基

超音波探傷装置（フェイズドアレイ式） 2基

熱処理炉 ローラーハース式無酸化雰囲気炉 1基

[設備能力 :720千t／年 ］

加熱炉 粗圧延機

渦流探傷装置

第 1中間圧延機 第 2中間圧延機

仕上圧延機
（SCFM）

水冷帯

水冷帯 クーリングベッド コールドシャー

ポアリング式
巻取機

コイル
風冷装置

フックコンベア 出  荷

自動仮結束機 仕掛品
立体自動倉庫

出  荷

第 3中間圧延機

水冷帯 水冷帯 水冷帯

外観検査
識別検査
磁粉検査他

■ コイル

■ 棒鋼

D

C

E

D

C

E

棒鋼
精整へ

コイル
精整へ

漏洩磁束探傷装置 磁粉探傷装置 超音波探傷装置

面 

取
寸法
測定

寸法
測定機

寸法
測定機

結　束

ラベラー

結　束秤　量

２ロール矯正機

熱処理炉

ショットブラスト

棒鋼圧延機 ポアリング式巻取機

冷却床SCFM（サイズチャンスフリーミル）



標準寸法と結束・表示

1. 標準寸法（㎜Φ）

2. 結 束

製 品

線材及びバーインコイル

①線材及びバーインコイル

線材・バーインコイル（Φ4.2～ 38㎜） 棒鋼（Φ16～ 90㎜） 丸鋼（Φ95～120㎜）

②棒鋼

棒  鋼
丸  鋼 角  鋼

16 34 55 110 220 400 250
17 36 56 115 230 410 300
18 37 58 120 240 420 350
19 38 60 125 250 430 400
20 40 62 130 260 450 450
21 41 63 135 270 500
22 42 65 140 280 550
23 43 68 145 290 600
24 44 70 150 300 650
25 45 73 155 310 700
26 46 75 160 320 750
27 47 78 165 330
28 48 80 170 340
29 50 85 175 350
30 51 90 180 360
31 52 95 190 370
32 53 100 200 380
33 54 105 210 390

丸  鋼 角  鋼
5.5 19 12.7
6 20 14
6.35 21 16
6.5 22 18
7 23 19
8 24 19.3
9 25 20
9.5 26 22
10 27 24
11 28 25
12 29 27
12.7 30
13 31
14 32
15 33
16 34
17 36
18 38

寸法（㎜Φ） 標準コイル質量（㎏） コイル径（㎜） コイリング方向

4.2～ 19 2,100 内径： 700～ 1,100 
外径：1,250～ 1,400

16～ 38 2,100 内径： 900～ 1,100 
外径：1,300～ 1,500

寸法（㎜Φ） 製造可能長さ（m） 標準結束質量 結束方法

16～ 90 5.0～7.0
２t 鉄線にて４ヶ所

95～ 120 3.5～ 12.5

125～ 450 3.5～ 12.5 結束はしておりません

標準コイル質量（㎏） 結束コイル数 結束方法

2,100 単コイル フープバンドにて４ヶ所

1,000 
（分割コイル） ２コイル フープバンドにて４ヶ所 

（分割コイルは鉄線にて２ヶ所）

●中間サイズについては0.1㎜ピッチでも 

ご相談に応じます。
●4.2～5.5㎜未満の丸鋼もご相談に応じます。

コイル寸法

棒鋼寸法・結束

反時計方向

コイル結束

●90㎜までの丸鋼については、0.1㎜ピッチでも、ご相談に応じます。
●長さについても、別途ご相談に応じます。
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30～90㎜の丸鋼用ラベル※ 95㎜以上の丸鋼用ラベル 角鋼用ラベル

片端 1枚 /本 片端 1枚 /本 片端 1枚 /本

メタルプレート（金札） 検査票（タグ）

1枚 /コイル 1枚 /コイル

〔 西日本製鉄所・倉敷地区 〕

3. 規格検査票の表示例及び表示方法
①線材及びバーインコイル

②棒  鋼

丸鋼（Φ125～ 450㎜） 角鋼（□ 250～750㎜） 四角線材（□ 12.7～ 27.0㎜）

※30㎜未満にはラベルはつきません。
※16～90㎜の棒鋼には線材及びバーインコイルと同タイプの検査票がつきます。（1枚/束）



1. 標準寸法（㎜Φ）

●棒鋼工場の16.7～83㎜は0.1㎜ピッチでも、ご相談に応じます。

標準寸法と結束・表示

2. 結 束
①線材及びバーインコイル

②棒鋼

製造工場 寸法（㎜Φ） 製造可能長さ（m）
標準結束質量

結束方法
寸法（㎜Φ） 質量

棒鋼工場 17～ 120 3.5～ 9.5※ 1
17 1t 鉄線にて 

４ヶ所18～ 120 2t

製造工場 寸法（㎜Φ）
標準コイル質量 標準コイル形状（㎜）

コイリング方向 結束方法
呼称 質量（㎏） 内径 外径 高さ

棒鋼工場 16.7～ 52
1t 1,100 1,000～ 1,050 1,450～ 1,500 350～ 650

フープバンドに

て４ヶ所

2t 2,200 1,000～ 1,050 1,450～ 1,500 850～ 1,300

線材工場 5.5～ 18
1t 1,000 800～ 1,000 1,250～ 1,400 400～ 800

2t 2,000 800～ 1,000 1,250～ 1,400 1,000～ 1,550

※1.  9.5m超えは、12m長さまでご相談に応じます。

反時計方向

製 品

線材（Φ5.5～18㎜） バーインコイル（Φ16.7～ 52㎜）

線材及びバーインコイル 棒  鋼
5.5 12 19.6 33
5.7 12.3 20 34
6 12.7 21 35
6.35 13 21.8 36
6.4 13.5 22 37
7 14 23 38
7.5 14.5 23.5 40
8 15 24 41
8.3 15.5 24.5 42.5
8.7 15.6 25 43
9 16 25.4 43.5
9.5 16.3 26 44
9.7 16.7 27.2 45
10 17 28 46
10.3 17.5 29 47
10.5 18 30 48
11 19 31 50
11.5 19.4 32 52

17 28 46 67 95
17.5 29 47 68 100
18 30 48 70 103
19 31 50 72 105
19.4 32 52 73 108
19.6 33 53 75 110
20 34 54 77 115
21 35 55 78 120
21.8 36 56 79
22 37 56.5 80
23 38 57 82
23.5 40 58 83
24 41 59 85
24.5 42.5 60 86
25 43 62 87
25.4 43.5 63 88
26 44 64 90
27.2 45 65 92
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〔 仙台製造所 〕

棒鋼（Φ30～120㎜）棒鋼（Φ17～ 29㎜）

ラベル※2 検査表（タグ）

片端またはトップ側片端 1枚 /本 片端 1枚 /本

メタルプレート（金札）

1枚 /コイル

3. 規格検査票の表示例及び表示方法
①線材及びバーインコイル

②棒  鋼

※2.  30㎜未満にはラベルはつきません。



研究開発 世界トップクラスのＲ＆Ｄ体制が棒鋼・線材の新しい未来を切り拓きます

加工プロセス解析技術
加工・熱処理プロセス解析技術を駆使して、お客様での製造工程の最適化に貢献します。

等速ジョイント鍛造時の歪み分布解析例300t鍛造機
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開発商品一覧

機能・構造評価技術
各種評価装置群を備えており、多種多様な特性評価が可能です。

お客様のニーズに合致した製品を提供します。

歯車疲労試験機

透過電子顕微鏡 超音波疲労試験機

商品分野 開発商品 適用例、用途
ニーズ

A B C

肌焼鋼

高強度歯車用鋼（歯元曲げ、歯面、衝撃疲労） トランスミッションギア、
デファレンシャルギア等 ● ●

高冷鍛性肌焼鋼 ギア、スプライン等 ● ●

定歪肌焼鋼 ギア、スプライン付ギア全般 ● ●

高周波焼入用鋼 低変形抵抗鍛造用鋼 等速ジョイント ● ●

非調質鋼
熱処理省略鋼

非調質鋼（THF、NH48MV、TBH） コンパニオンフランジ、産機タイバー等 ● ● ●

オンライン調質棒鋼（TQF） シリンダーロッド、ピン等 ● ● ●

焼ならし省略鋼（TNF） シャフト類、ギア類（機械加工部品） ● ●

非鉛快削鋼

クリーンカットBN快削鋼（CCBN） モーターシャフト、ホース継ぎ手等 ●

クリーンカットクロム快削鋼（CCC:12C14） スプールバルブ、プリンターシャフト、
ブレーキピストン等 ●

ボルト用鋼

高強度ボルト用鋼 ボルト全般 ● ●

浸炭タッピングボルト用鋼 シートフレームへの部品締結等 ● ●

A：省エネ、B：特性向上、C：工程省略
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