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JFEスチール 株式会社 http://www.jfe-steel.co.jp

本社 TEL：03-3597-3111　FAX：03-3597-4860
〒100-0011　東京都千代田区内幸町2-2-3

日比谷国際ビル

建材関連
建材技術部 土木建材室 TEL：03-3597-4010　FAX：03-3597-4530
土木鋼材（鋼管杭/鋼矢板/鋼管矢板/レール）

建材技術部 建築技術室 TEL：03-3597-4291　FAX：03-3597-3825
建築鋼材（厚板/H形鋼/鋼管）

建材営業部 土木建材室
  TEL：03-3597-4010　FAX：03-3597-3292

建材営業部 建築・プロジェクト室
  TEL：03-3597-3501　FAX：03-3597-4020

ステンレス関連
ステンレス・特殊鋼営業部
ステンレス鋼板室 TEL：03-3597-4030　FAX：03-3597-4035
SUS443J1、SUS縞板

大阪鋼板営業部
ステンレス・特殊鋼室 TEL：06-6342-0729　FAX：06-6342-0731
〒530-8353　大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ10F

名古屋鋼材営業部
薄板・特殊鋼室 TEL：052-561-3263　FAX：052-561-3374
〒450-6427　名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング27F

九州支社 TEL：092-263-1655　FAX：092-263-1656
〒812-0025　福岡市博多区店屋町1-35

博多三井ビルディング２号館７F

鋼管関連
鋼管営業部　鋼管室 TEL：03-3597-4181　FAX：03-3597-4041

大阪厚板・鋼管営業部
鋼管室 TEL：06-6342-0723　FAX：06-6342-0706

https://www.jfe-steel.co.jp/index.html
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薄板関連
薄板営業部第2薄板室 TEL：03-3597-3949　FAX：03-3597-3943
エコガルNeo

厚板関連
厚板セクター部
エバーハード TEL：03-3597-3372　FAX：03-3597-3533

橋梁用厚板 TEL：03-3597-3496　FAX：03-3597-3533

スラグ
スラグ事業推進センター スラグ営業部
第1営業室 TEL：03-3597-3762　FAX：03-3597-3415

第2営業室（中国支社） TEL：082-545-7328　FAX：082-245-5807

セメント営業室 TEL：03-3597-3538　FAX：03-3597-3415

支社・営業所
大阪支社 TEL：06-6342-0707　FAX：06-6342-0706
〒530-8353　大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ10F

名古屋支社 TEL：052-561-8612　FAX：052-561-3374
〒450-6427　名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング27F

北海道支社 TEL：011-251-2551　FAX：011-251-7130
〒060-0002　札幌市中央区北二条西4-1 札幌三井JPビルディング14F

東北支社 TEL：022-221-1691　FAX：022-221-1695
〒980-0811　仙台市青葉区一番町4-1-25 東二番丁スクエア3Ｆ

新潟支社 TEL：025-241-9111　FAX：025-241-7443
〒950-0087　新潟市中央区東大通1-3-1 新潟帝石ビル4F

北陸支社 TEL：076-441-2056　FAX：076-441-2058
〒930-0004　富山市桜橋通り3-1 富山電気ビル3F

中国支社 TEL：082-245-9700　FAX：082-245-9611
〒730-0036　広島市中区袋町4-21 広島富国生命ビル7F

四国支社 TEL：087-822-5100　FAX：087-822-5105
〒760-0019　高松市サンポ−ト2-1 高松シンボルタワー 23F

九州支社 TEL：092-263-1651　FAX：092-263-1656
〒812-0025　福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビルディング2号館7F
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千葉営業所 TEL：043-238-8001　FAX：043-238-8008
〒260-0028　千葉市中央区新町3-13 千葉TNビル5F

神奈川営業所 TEL：045-212-9860　FAX：045-212-9873
〒231-0011　横浜市中区太田町1-10番 NGS太田町ビル4F

静岡営業所 TEL：054-288-9910　FAX：054-288-9877
〒422-8061　静岡市駿河区森下町1-35 静岡MYタワー 13F

岡山営業所 TEL：086-224-1281　FAX：086-224-1285
〒700-0821　岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル18F

沖縄営業所 TEL：098-868-9295　FAX：098-868-5458
〒900-0015　那覇市久茂地3-21-1 國場ビル11F
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JFEエンジニアリング 株式会社 https://www.jfe-eng.co.jp/

東京本社 TEL：03-3539-7250　FAX：03-3539-7251
〒100-0011　東京都千代田区内幸町二丁目2番3号

日比谷国際ビル22階

社会インフラ本部 橋梁事業部営業部
橋梁関連商品 TEL：03-3539-7224　FAX：03-539-7231

社会インフラ本部 鉄構インフラ事業部営業部
沿岸鉄構関連商品 TEL：03-3539-7226　FAX：03-3539-7232

環境本部　アクア事業部水道パイプライン部
水道用鋼管・関連工法商品 TEL：044-396-5195　FAX：044-396-5199

横浜本社 TEL：045-505-7435　FAX：045-505-8902
〒230-8611　神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1

北海道支店 TEL：011-271-2211　FAX：011-271-2218
〒060-0001　北海道札幌市中央区北1条西3-2 井門札幌ビル4Ｆ

東北支店 TEL：022-264-2411　FAX：022-221-4760
〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル4Ｆ

福島復興再生支店 TEL：024-524-0010　FAX：024-524-0020
〒960-8041　福島県福島市大町1-13 ワークビル2Ｆ

東京支店 TEL：03-3539-7203　FAX：03-3539-7204
〒100-0011　東京都千代田区内幸町二丁目2番3号　日比谷国際ビル22階

横浜支店 TEL：045-505-7466　FAX：045-505-7510

〒230-8611　神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1

川崎支店 TEL：044-200-7524　FAX：044-200-7550
〒210-0005　神奈川県川崎市川崎区東田町8

パレール三井ビルディング1F

新潟支店 TEL：025-245-5341　FAX：025-244-2566
〒950-0087　新潟県新潟市中央区東大通一丁目2番23号　北陸ビル3階

北陸支店 TEL：076-432-3511　FAX：076-432-3512
〒930-0004　富山県富山市桜橋通り3-1 富山電気ビル1Ｆ

静岡支店 TEL：054-653-1755　FAX：054-653-1766
〒420-0851　静岡県静岡市葵区黒金町11-7 大樹生命静岡駅前ビル11階

名古屋支店 TEL：052-561-8611　FAX：052-561-8620
〒450-6430　愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング30Ｆ

https://www.jfe-eng.co.jp/
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大阪支店 TEL：06-6398-5101　FAX：06-6398-5134
〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル5Ｆ

中国支店 TEL：082-535-4221　FAX：082-535-4226
〒730-0016　広島県広島市中区幟町13番15号 新広島ビルディング4階

九州支店 TEL：092-474-1570　FAX：092-474-1571
〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東2-7-27 TERASO-Ⅱ8Ｆ

沖縄支店 TEL：098-868-9426　FAX：098-868-1703
〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地1-12-12

ニッセイ那覇センタービル11Ｆ

道東営業所 TEL：0154-31-0021　FAX：0154-31-0022
〒085-0016　北海道釧路市錦町5-3 三ツ輪ビルディング5Ｆ

苫小牧営業所 
〒059-1362　北海道苫小牧市字柏原6-419

神戸営業所 TEL：078-452-6510　FAX：078-452-6244
〒658-0024　兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町43-1

奈良営業所 TEL：0745-76-0125　FAX：−
〒639-0231　奈良県香芝市下田西２丁目8-34

和歌山営業所 TEL：073-421-8093　FAX：073-421-8094
〒640-8342　和歌山県和歌山市友田町4-18 弘安ビル

福山営業所 TEL：084-924-3771　FAX：084-924-3772
〒720-0064　広島県福山市延広町8-21 福山フコク生命ビル7Ｆ

倉敷営業所 TEL：086-422-7226　FAX：086-422-7227
〒710-0055　岡山県倉敷市阿知3-14-7 ミキヤビル

山口営業所 TEL：0835-27-2377　FAX：0835-27-2378
〒747-8622　山口県防府市駅南町9-43 三友本社ビル2Ｆ

四国営業所 TEL：087-825-0081　FAX：087-825-0082
〒760-0019　香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー 23Ｆ

熊本営業所 TEL：096-363-9303　FAX：−
〒862-0971　熊本県熊本市中央区大江5-5-28 阿部ビル1F

南九州営業所 TEL：099-210-0340　FAX：−
〒891-0116　鹿児島県鹿児島市上福元町7332-12
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JFEアドバンテック 株式会社 https://www.jfe-advantech.co.jp

本社 TEL：0798-66-1501　FAX：0798-66-1195
〒663-8202　兵庫県西宮市高畑町3-48

水環境事業部 TEL：0798-66-1502　FAX：0798-65-7025
水位計、流量計、汚泥濃度計、流速・流向計、溶存酸素計、水質監視装置

計測診断事業部 TEL：0798-66-1508　FAX：0798-65-7025
設備診断機器・装置、厚さ計、硬さ計、鉄粉濃度計

計量事業部 TEL：0798-66-1507　FAX：0798-65-7025
トラックスケール、クレーンスケール、ベルトウエア、ホッパ重量計、
ロードセル、秤量システム

海洋・河川事業部 TEL：0798-66-1783　FAX：0798-66-1654
海洋計測機器

コールセンタ（修理受付）TEL：0798-66-1673　FAX：0798-66-1676
当社製品の点検・修理受付

東京支社
〒111-0051　東京都台東区蔵前2-17-4 JFE蔵前ビル2F

水環境事業部 TEL：03-5825-7360　FAX：03-5825-5591
水位計、流量計、汚泥濃度計、流速・流向計、溶存酸素計、水質監視装置

計測診断事業部 TEL：03-5825-7362　FAX：03-5825-5591
設備診断機器・装置、厚さ計、硬さ計、鉄粉濃度計

計量事業部 TEL：03-5825-7361　FAX：03-5825-5591
トラックスケール、クレーンスケール、ベルトウエア、ホッパ重量計、
ロードセル、秤量システム

海洋・河川事業部 TEL：03-5825-5589　FAX：03-5825-5591
海洋計測機器

東北支店 TEL：022-711-7535　FAX：022-711-7534
〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町1-3-1 TMビル2F

名古屋支店 TEL：052-565-0070　FAX：052-565-0072
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅3-23-2 第三千福ビル3F

中国・四国支店 TEL：086-440-1580　FAX：086-447-3309
〒712-8074　岡山県倉敷市水島川崎通1

JFEスチール西日本製鉄所(倉敷)内 JFE物流ビル3F

九州支店 TEL：092-263-1671　FAX：092-263-1675
〒812-0025　福岡県福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館2F

https://www.jfe-advantech.co.jp/
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東日本事業所 TEL：043-262-4238　FAX：043-262-4296
〒260-0835　千葉県千葉市中央区川崎町1

JFEスチール東日本製鉄所（千葉）内

西日本事業所（倉敷） TEL：086-447-4596　FAX：086-447-4605
〒712-8074　岡山県倉敷市水島川崎通1

JFEスチール西日本製鉄所（倉敷）内

西日本事業所（福山） TEL：084-945-3568　FAX：084-945-5054
〒721-8510　広島県福山市鋼管町1 JFEスチール西日本製鉄所（福山）内

JFE建材 株式会社 https://www.jfe-kenzai.co.jp/

本社 TEL：03-5715-6700　FAX：03-5460-3223
〒108-0075　東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス11F

建築建材商品営業部 TEL：03-5715-7520　FAX：03-5715-1050
床商品（デッキ類）

道路商品営業部 TEL：03-5715-7600　FAX：03-5460-3233
防護柵、セーフティーフェンス、防風・防雪柵

道路・鉄道プロジェクト営業部
 TEL：03-5715-7680　FAX：03-5460-3233
防護柵、防風・防雪柵、防音壁、鋼管柱

防災商品営業部 TEL：03-5715-7640　FAX：03-5715-1035
落石防護商品、流木補足工、堰堤類、じゃ篭類、雪崩商品、築堤商品、
津波対策商品

土木商品営業部 TEL：03-5715-7620　FAX：03-5715-1035
ライナープレート、コルゲート商品、軽量鋼矢板、シェルター

セグメント商品営業部 TEL：03-5715-7660　FAX：03-5715-1068
セグメント商品、アーバンリング工法

ホーロー住設商品商営業部
 TEL：03-5715-7580　FAX：03-5460-3231
ホーロー商品、住宅設備商品

特品営業部 TEL：03-5715-7560　FAX：03-5460-3235
Ｕリブ、ステンレス鋼管（化粧管）、架線柱

フェンス道路商品営業部（フェンス）　
 TEL：03-5715-5700　FAX：03-5460-8205
フェンス商品

https://www.jfe-kenzai.co.jp/
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フェンス道路商品営業部（道路）
 TEL：03-5715-7600　FAX：03-5460-3233
道路商品（防護柵）

北海道支店 TEL：011-708-6411　FAX：011-728-4675
〒060-0806　北海道札幌市北区北6条西1-4-2 ファーストプラザビル

東北支店 TEL：022-266-3070　FAX：022-223-3060
〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町4-1-25 東二番丁スクエア

東北支店北東北営業所 TEL：019-629-2250　FAX：019-651-8780
〒020-0034　岩手県盛岡市盛岡駅前通15-19 盛岡フコク生命ビル

新潟支店 TEL：025-246-3233　FAX：025-246-3255
〒950-0087　新潟県新潟市中央区東大通 1-2-23北陸ビル

名古屋支店 TEL：052-204-1600　FAX：052-204-1611
〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1-7-19 名古屋岡本ビル

北陸支店 TEL：076-441-1462　FAX：076-432-2384
〒930-0004　富山県富山市桜橋通り2-25 第一生命ビル

大阪支店 TEL：06-6444-7631　FAX：06-6444-7633
〒550-0002　大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル

中国支店 TEL：082-248-0231　FAX：082-248-3141
〒730-0036　広島県広島市中区袋町4-21 広島フコク生命ビル

四国支店 TEL：087-821-5548　FAX：087-821-5540
〒760-0019　香川県高松市サンポート２番１号　高松シンボルタワー 13階

九州支店 TEL：092-263-1561　FAX：092-263-1475
〒812-0025　福岡県福岡市博多区店屋町1-35

博多三井ビルディング2号館

九州支店沖縄営業所 TEL：098-860-5161　FAX：092-263-1475
〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地3-21-1 國場ビル11F

JFE商事鉄鋼建材㈱那覇営業所内
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JFE鋼板 株式会社 https://www.jfe-kouhan.co.jp/ 

本社 TEL：03-3493-1200　FAX：03-3493-1921
〒141-0032　東京都品川区大崎1-11-2

ゲートシティ大崎イーストタワー 9F

東京営業部 第一営業室 TEL：03-3493-1504　FAX：03-3493-1937

住宅建材部 TEL：03-3493-1557　FAX：03-3493-1943

システム建材部 TEL：03-3493-1662　FAX：03-3493-1943

建材技術部 TEL：03-3493-1660　FAX：03-3493-1943

北海道支店 TEL：011-219-3011　FAX：011-219-3013
〒060-0002　札幌市中央区北二条西4-1　札幌三井JPビルディング14F

東北支店 TEL：022-223-8591　FAX：022-267-1516
〒980-0803　仙台市青葉区国分町3-4-33 仙台定禅寺ビル2F

名古屋支店 TEL：052-561-3396　FAX：052-561-3463
〒450-6427　名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング27F

大阪支店 TEL：06-6342-0620　FAX：06-6342-0618
〒530-0003　大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ10F

富山支店 TEL：076-441-2421　FAX：076-441-2058
〒930-0004　富山市桜橋通り3-1 富山電気ビル3F

岡山営業所 TEL：086-233-0068　FAX：086-233-0061
〒700-0821　岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル19F

広島営業所 TEL：082-245-3238　FAX：082-245-3271
〒730-0037　広島市中区中町7-23 住友生命広島平和大通り第2ビル7F

九州支店 TEL：092-262-7711　FAX：092-262-7712
〒812-0025　福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビルディング2号館7F

JFE溶接鋼管 株式会社 https://www.jfe-wp.co.jp/

本社 TEL：03-5642-9300　FAX：03-5642-9301
〒103-0012　東京都中央区日本橋堀留町1-9-11

NEWS日本橋堀留町5階

大阪営業所 TEL：06-6543-0771　FAX：06-6543-0773
〒550-0013　大阪府大阪市西区新町1-4-26 四ツ橋グランドビル7階

https://www.jfe-wp.co.jp/
https://www.jfe-kouhan.co.jp/
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JFE日建板 株式会社 https://www.jfe-nikkenban.com/

本社 TEL：03-5822-6310　FAX：03-5822-6315
〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4 JFE蔵前ビル6F

名古屋営業所 TEL：052-362-5329　FAX：052-362-5339
〒454-0871　愛知県名古屋市中川区柳森町1807 第二山清ビル202

大阪営業所 TEL：06-6772-5651　FAX：06-6772-5705
〒543-0001　大阪市天王寺区上本町7-1-24 松下ビル5F

九州営業所 TEL：096-283-4422　FAX：096-237-3388
〒861-3103　熊本県上益城郡嘉島町井寺431-1（熊本南工業団地内）

南九州出張所 TEL：0985-88-1707　FAX：0985-88-7494
〒880-2101　宮崎県宮崎市大字跡江字長割2405-1 

沖縄営業所 TEL：098-870-7722　FAX：098-870-7733
〒901-2132　沖縄県浦添市伊祖2-2-2 明幸ビル3F

倉敷事業所 TEL：086-446-1676　FAX：086-448-0670
〒712-8074　岡山県倉敷市水島川崎通1丁目

JFE機材フォーミング 株式会社 https://www.jfe-kizai.co.jp/

本社 TEL：047-387-0158　FAX：047-387-0159
〒270-2214　千葉県松戸市松飛台478-2

本社営業部 TEL：047-387-0158　FAX：047-387-0159
〒270-2214　千葉県松戸市松飛台478-2

名古屋営業所 TEL：052-533-2481　FAX：052-533-2482
〒450-6427　名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング27F

大阪営業所 TEL：06-6342-0615　FAX：06-6342-0616
〒530-0003　大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ10F

　　出張所 TEL：082-542-3100　FAX：06-6342-0616
〒730-0037　広島市中区中町7-23 住友生命広島大通り第2ビル7F

九州営業所 TEL：092-263-6778　FAX：092-263-6738
〒812-0025　福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビルディング2号館

製  造  部  TEL：047-387-0156　FAX：047-384-2445
〒270-2214　千葉県松戸市松飛台478-2

https://www.jfe-nikkenban.com/
https://www.jfe-kizai.co.jp/
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JFEシビル 株式会社 https://www.jfe-civil.com

本社 TEL：03-3864-3670　FAX：03-3864-3735
〒111-0051　東京都台東区蔵前2-17-4 JFE蔵前ビル

物流建築事業部 TEL：03-3864-3752　FAX：03-3864-7315

建築事業部 TEL：03-3864-3726　FAX：03-3864-5844
耐震・制振デバイス、メタルビル建築

社会基盤事業部 TEL：03-3864-3796　FAX：03-3864-7319
メタルロード、インフラ補修商品、ネットポール、ジャッキシステム、
音響トモグラフィ

東北支店 TEL：022-385-5092　FAX：022-385-5093
〒984-0051　宮城県仙台市若林区新寺1-2-26 小田急仙台東口ビル8F

横浜支店 TEL：045-594-7401　FAX：045-594-7402
〒220-0004　神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル8F

名古屋支店 TEL：052-569-1381　FAX：052-569-1382
〒450-6427　愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング27F

西日本支社 関西支店 TEL：06-6344-7606　FAX：06-6344-7609
〒530-0003　大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ10F

西日本支社 中国支店 TEL：086-430-0255　FAX：086-430-0252
〒710-0055　岡山県倉敷市阿知3-14-7

北長金日米建材 株式会社 https://www.jfe-hnk.co.jp/

本社 TEL：011-782-6003　FAX：011-782-6998
〒007-0884　北海道札幌市東区北丘珠4条3-12-1

函館営業所 TEL：0138-49-8770　FAX：0138-49-8566
〒049-0101　北斗市追分3-6-6

旭川営業所 TEL：0166-48-5856　FAX：0166-48-5873
〒079-8452　旭川市永山北2条7-7-30

釧路営業所 TEL：0154-53-0125　FAX：0154-53-0126
〒084-0904　釧路市新富士町4-3-23

北見営業所 TEL：0157-39-3221　FAX：0157-39-3223
〒099-1584　北見市常川418-1

稚内営業所 TEL：0162-34-6511　FAX：0162-34-6510
〒097-0011　稚内市はまなす3-8-2

https://www.jfe-hnk.co.jp/
https://www.jfe-civil.com/
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西日本支社 九州支店 TEL：092-283-5277　FAX：092-283-5228
〒812-0025　福岡県福岡市博多区店屋町1-35

博多三井ビルディング2号館6F

札幌営業所 TEL：011-271-0700　FAX：011-271-0702
〒060-0002　北海道札幌市中央区北二条西4-1　札幌三井JPビルディング13階

北陸営業所 TEL：076-432-8881　FAX：076-432-8832
〒930-0004　富山県富山市桜橋通り2-25 富山第一生命ビル5F

四国営業所 TEL：087-811-6780　FAX：087-811-6781
〒760-0019　香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー 23F

鹿児営業所 TEL：099-814-7651　FAX：099-814-7652
〒890-0053　鹿児島県鹿児島市中央町12-1　ゆうきビル5階

（JFE商事㈱ 那覇営業所内）

那覇営業所 TEL：098-869-1577　
〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地3-21-1 國場ビル11F

千葉事業所 TEL：043-262-2161　FAX：043-261-4029
〒260-0835　千葉県千葉市中央区川崎町1

京浜事業所 TEL：044-277-8661　FAX：044-277-8663
〒210-0868　神奈川県川崎市川崎区扇島1-1

知多事業所 TEL：0569-24-2050　FAX：0569-24-2973
〒475-8611　愛知県半田市川崎町1-1

倉敷事業所 TEL：086-447-4510　FAX：086-447-4513
〒712-8074　岡山県倉敷市水島川崎通1

福山事業所 TEL：0865-60-0650　FAX：0865-60-0745
〒714-0063　 岡山県笠岡市鋼管町8

JFEコンフォーム 株式会社 https://www.jfe-civil.com/jfeconform/

本社 TEL：044-355-7221　FAX：044-355-7737
〒210-0855　神奈川県川崎市川崎区南渡田町1-1 京浜ビル7F

医療施設グループ TEL：044-355-6082　FAX：044-355-7737
医療用シールド

東京支店 TEL：03-3864-5848　FAX：03-3864-7322
〒111-0051　東京都台東区蔵前2-17-4 JFE蔵前ビル3F

仙台事業所 TEL：022-387-0280　FAX：022-387-0455
〒983-0014　宮城県仙台市宮城野区港1-6-1

https://www.jfe-civil.com/jfeconform/


連
絡
先

各社連絡先

12-13

JFE商事テールワン 株式会社 http://www.terrearmee.com

本社・東京事業部 TEL：03-5203-6270　FAX：03-5203-6277
〒100-0004　東京都千代田区大手町2-7-1

新潟営業所 TEL：025-248-2081　FAX：025-241-8344
〒950-0087　新潟県新潟市中央区東大通1-2-23 北陸ビル7Ｆ

仙台事業部 TEL：022-225-8366　FAX：022-225-8360
〒980-0822　宮城県仙台市青葉区立町27-21 仙台橋本ビルヂング6F

札幌営業所 TEL：011-261-5692　FAX：011-241-3507
〒060-0002　北海道札幌市中央区北二条西4-1 札幌三井JPビル13F

名古屋事業部 TEL：052-569-5211　FAX：052-569-5213
〒450-6423　愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング23Ｆ

大阪事業部 TEL：06-6348-2311　FAX：06-6348-2314
〒530-8318　大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ17Ｆ

広島事業部 TEL：082-545-5646　FAX：082-545-5623
〒730-0036　広島県広島市中区袋町4-25 明治安田生命広島ビル6Ｆ

四国営業所 TEL：087-823-6501　FAX：087-823-6502
〒760-0019　香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー 23Ｆ

JFE条鋼 株式会社 https://www.jfe-bs.co.jp

本社 TEL：03-5777-3811　FAX：03-5777-3800
〒105-0004　東京都港区新橋5-11-3 新橋住友ビル5階

条鋼営業部 TEL：03-5777-3822　FAX：03-5777-3805
形鋼類（等辺／不等辺山形鋼、溝形鋼、H形鋼、平鋼等）

鉄筋棒鋼営業部 TEL：03-5777-3820　FAX：03-5777-3804
異形棒鋼類（竹節／ねじ節異形棒鋼、継手類）

北海道支店 TEL：011-747-9605　FAX：011-747-9600
〒060-0807　北海道札幌市北区北七条西4-12 日本生命札幌北口ビル10階

東北支店 TEL：022-726-7601　FAX：022-726-7602
〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町1-3-1 TMビル２F

大阪支社 TEL：06-4803-8700　FAX：06-4803-8720
〒550-0002　大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル12F

阪神事業所 TEL：0798-34-2809　FAX：0798-26-9572
〒662-0925　兵庫県西宮市朝凪町1-50

https://www.jfe-bs.co.jp/
https://www.terrearmee.com/
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JFEチュービック 株式会社 https://www.tubic.com

本社 TEL：0569-24-2920　FAX：0569-24-2784
〒475-8611　愛知県半田市川崎町1-1

特殊品管理室 TEL：0569-24-2919　FAX：0569-24-2916
TE-FJ鋼管、サーマルチューブ、ストレーナー鋼管

九州事業部 TEL：092-283-0272　FAX：092-283-0273
〒812-0025　福岡県福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館6Ｆ

鹿児島営業所 TEL：099-226-7727　FAX：099-225-6782
〒892-0847　鹿児島県鹿児島市西千石町1-32 鹿児島西千石町ビル3Ｆ

JFE継手 株式会社 https://www.jfe-pf.co.jp/

本社 TEL：072-445-0285　FAX：072-445-0291
〒596-8585　大阪府岸和田市田治米町153-1

本社営業部 TEL：072-445-6441　FAX：072-445-6013

東京事務所（東京営業部） TEL：03-5823-1651　FAX：03-5823-1653
〒111-0051　東京都台東区蔵前2-17-14 JFE蔵前ビル3F

東北営業所 TEL：022-238-3860　FAX：022-238-3886
〒983-0034　仙台市宮城野区扇町2-4-28

中部営業所 TEL：052-352-4191　FAX：052-353-5153
〒454-0823　名古屋市中川区富船町4-1-8 岡谷物流（株）富船第2内センター内1F

九州営業所 TEL：092-471-7456　FAX：092-471-1894
〒812-0857　福岡市博多区西月隈3-2-27

JFEテクノリサーチ 株式会社 https://www.jfe-tec.co.jp/

本社 TEL：03-5877-5400　FAX：03-5877-5519
〒100-0004　東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4F

営業本部 営業企画部 TEL：03-5877-5612　FAX：03-5877-5624
〒100-0004　東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4F

https://www.tubic.com/
https://www.jfe-pf.co.jp/
https://www.jfe-tec.co.jp/
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JFEミネラル 株式会社 https://www.jfe-mineral.co.jp

本社 TEL：03-5445-5200　FAX：03-5445-5219
〒105-0014　東京都港区芝3-8-2

住友不動産芝公園ファーストビル5Ｆ

鉱産品営業部 TEL：03-5445-5209　FAX：03-5445-5221
日光珪砂

環境プロジェクト部 TEL：03-5445-5208　FAX：03-5445-5220
重金属吸着JiTマット、MSI-X、MSI-N901T

JFEプラリソース 株式会社 http://www.jfe-plr.co.jp

本社 TEL：044-299-5193　FAX：044-299-5328
〒210-0866　神奈川県川崎市川崎区水江町5-1

京浜事業部営業室 TEL：044-270-5581　FAX：044-299-5328
NFボード®

JFE西日本ジーエス 株式会社 http://www.jfe-ngs.co.jp/

本社 TEL：084-943-7358　FAX：084-941-3862
〒721-0931　広島県福山市鋼管町1番地

リバーポール部 TEL：086-448-7680　FAX：086-447-4235
鋼管柱

営業室 TEL：086-448-2011　FAX：086-448-7685
〒712-8074　岡山県倉敷市水島川崎通1-1

JFEスチール㈱西日本製鉄所倉敷地区内

九州営業所 TEL：092-263-5107　FAX：092-263-5108
〒812-0025　福岡県福岡市博多区店屋町1-35

博多三井ビルディング2号館7F

JFEテクノワイヤ 株式会社 http://www.jfe-techno-wire.co.jp

本社 TEL：043-262-2164　FAX：043-262-4266
〒260-0826　千葉県千葉市中央区新浜町1

営業部 TEL：03-3865-9245　FAX：03-3865-7960
〒111-0051　東京都台東区蔵前3-12-8 岡安ビル6F

http://www.jfe-techno-wire.co.jp/
http://www.jfe-ngs.co.jp/
http://www.jfe-plr.co.jp/
https://www.jfe-mineral.co.jp/
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JFEロックファイバー 株式会社 https://www.jfe-rockfiber.co.jp

本社 TEL：086-448-5200　FAX：086-447-4399
〒712-8074　岡山県倉敷市水島川崎通1-1-1

本社営業所、商品技術室 TEL：086-448-5200　FAX：086-447-4399
ロックウール製品全て

大阪営業所 TEL：06-6342-0647　FAX：06-6342-0645
〒530-0003　大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザビル10F

九州営業所 TEL：092-263-1450　FAX：092-263-1452
〒812-0025　福岡県福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館7F

総括室（東京） TEL：03-5418-6760　FAX：03-5418-6761
〒105-0014　東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル5F

ジェコス 株式会社 https://www.gecoss.co.jp/
本社 TEL：03-3660-0777　FAX：03-3660-0792
〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町2-31-1

浜町センタービル

営業総括部 TEL：03-3660-0753　FAX：03-3660-0792
Ecoラム®工法、ジェコスデッキ、鋼製山留材

加工技術部 TEL：03-3660-0633　FAX：03-3660-0848
鋼製加工製品、鋼製セグメント、H形トンネル支保工

橋梁事業部 TEL：03-3660-0767　FAX：03-3660-0848
仮設橋梁PABRIS®

関連事業部 TEL：03-3660-0764　FAX：03-3660-0788
建設機械

本社 TEL：044-322-3751　FAX：044-344-4022
〒210-9567　神奈川県川崎市川崎区白石町2-1 

エンジニアリング営業部　建材営業室
 TEL：044-322-3765　FAX：044-355-8543
NCベースP

素形材営業部　第一営業室
 TEL：044-344-3383　FAX：044-355-0870
角丸ジョイント、NCノード、NAP715

日本鋳造 株式会社 https://www.nipponchuzo.co.jp/

https://www.jfe-rockfiber.co.jp/
https://www.gecoss.co.jp/
https://www.nipponchuzo.co.jp/
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日本ファスナー工業 株式会社 http://www.nfas.co.jp/

本社 TEL：06-6968-1800　FAX：06-6961-3621
〒538-0041　大阪府大阪市鶴見区今津北4-7-18

ハイテン事業部 TEL：06-6968-1801　FAX：06-6961-3621
ハイテンションボルト

東京営業所 TEL：048-446-3620　FAX：048-442-1927
〒335-0001　埼玉県蕨市北町5-9-6

株式会社 セイケイ https://www.seikeicolumn.co.jp

本社 TEL：0283-22-4425　FAX：0283-22-4429
〒327-0816　栃木県佐野市栄町3-2

東京支店 TEL：03-6634-3770　FAX：03-6634-3772
〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-9-2　PMO神田岩本町5階

大阪支店 TEL：06-6734-6818　FAX：06-6734-6819
〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場3-6-3南船場DSビル5階

株式会社本陣

成幸利根株式会社 https://www.seikotone.co.jp/

 SMD杭工法HP　http：//www.smd-kui.jp/
 TEL：052-722-3000　FAX：052-722-8311
〒461-0048　名古屋市東区矢田南3-13-7

 TEL：03-5645-3236　FAX：03-5645-3237
〒103-0012　東京都中央区日本橋堀留町1-2-10

イトーピア日本橋SAビル

エンジニアリング 営業部
 TEL：044-322-3760　FAX：044-333-4575
鋼製支承、ゴム支承、DRB、HDReX、DCST
マウラージョイント、マウラースイベルジョイント、LSD

大阪事務所 TEL：06-6445-3326　FAX：06-6445-3327
〒550-0004　大阪府大阪市西区靭

うつぼほんまち

本町1-10-24 三共本町ビル

https://www.seikeicolumn.co.jp/
http://www.nfas.co.jp/
http://honjin.cc/
https://seikotone.co.jp/


連
絡
先

各社連絡先
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株式会社ガンケン

  ガンパイル工法HP　http：//www.gan-pile.gr.jp/
  TEL：0848-48-2327　FAX：0848-48-0882
〒722-0215　広島県尾道市美ノ郷町三成2960-2

株式会社ADEKA https://www.adeka.co.jp/

化学品営業本部基礎ケミカル営業部
 TEL：03-4455-2843　FAX：03-3809-8240
〒116-8554　東京都荒川区東尾久7-2-35

日本化学塗料株式会社 http://www.ncpaint.co.jp/

 TEL：0467-79-5711　FAX：0467-79-5477
〒252-1111　神奈川県綾瀬市上土棚北4-10-43

三洋化成工業株式会社 https://www.sanyo-chemical.co.jp/

 TEL：03-5200-3590　FAX：03-3245-1697
〒103-0023　東京都中央区日本橋本町1-5-6

中央鐵工株式会社 http://chuuoutekkou.co.jp/

 TEL：072-272-0401　FAX：072-272-0404
〒593-8312　大阪府堺市西区草部1199

株式会社ロールマットジャパン http://rm-j.co.jp/

 TEL：03-5203-6077　FAX：03-5203-6079
〒100-0004　東京都千代田区大手町２−２−１　新大手町ビル5階

新日本工業株式会社

 TEL：0241-45-3040　FAX：0241-45-2322
〒969-4401　福島県耶麻郡西会津町登世島字上の台乙2763-9

株式会社三輪鉄建 https://mitsuwatekken.jp/

 TEL：0176-62-6211　FAX：0176-62-6212
〒039-2505　青森県上北郡七戸町字立野頭20

日本スタッドウェルディング株式会社 http://www.nsw-j.com/

 TEL：044-333-3636　FAX：044-333-7826
〒210-0846　神奈川県川崎市川崎区小田1-2-6

https://www.adeka.co.jp/chemical/#tab03
http://www.ncpaint.co.jp/
https://www.sanyo-chemical.co.jp/
https://chuuoutekkou.co.jp/
http://rm-j.co.jp/
https://mitsuwatekken.jp/
http://www.nsw-j.com/
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ご利用に際して

　本書は、お客様の利便性向上を目的として、建設用資材分野にお
ける当社、当社グループ会社および一部お取引先様の主な取り扱い
製品に関する製品規格、寸法、重量等を集録しております。
　お客様各位におかれましては、是非ご利用くださいますようお願
い申し上げます。なお、ご利用に際しましては、以下の事項につきご
了承ください。

●本書中、製品または技術の特性・性能に関する情報等については、
その代表的なものをご説明するものであり、「規格」の規定事項と
して明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。

●本書に掲載されている情報の誤った使用等によって生じた損害に
つきましては、責任を負いかねます。

●本書の全部または一部につきましては、無断転載または複製を禁
止いたします。

●本書に記載されている製品または工法の名称は、当社、当社グルー
プ会社および一部お取引先様の商標または登録商標、あるいは、そ
れぞれが使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。

●掲載内容は今後予告なく変更される場合がありますので、最新情
報につきましては、巻末掲載の各社担当部署にお問い合わせくだ
さい。

●各製品または工法の詳細につきましては、製品ごとのカタログや
各種技術資料等を整えておりますので、巻末掲載の各社担当部署
にご用命ください。

2023年3月

JFEスチール株式会社

Cat.No.A1J-003-03
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