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「人と地球に優しい鉄づくり」で資源循環型社会へ貢献します。

代表取締役社長　

当社は、日本鉄鋼業の中核をなすJFEグループの電炉メーカーとして、全国5か所の製造所と4か所の営業
拠点をネットワークに、「形鋼事業」「鉄筋棒鋼事業」および「資源リサイクル事業」の3つの柱となる事業を
展開しております。

近年、世界を取り巻く地球温暖化防止に向けての対応は業種を問わず共通の課題となっておりますが、電
炉を用いた製鉄プロセスは、国内の鉄資源循環の維持という役割を担うだけでなく、CO²の排出が少ない
という特性もあり地球環境に優しい鉄づくりを実現しています。今後のカーボンニュートラル社会の実現に
向けた諸目標へ寄与するため、電炉メーカーの果たすべき役割はさらに重要性を増してくるものと考えられ、
当社としても貢献してまいりたいと思います。

当社の「形鋼事業」および「鉄筋棒鋼事業」については、高品質製品の提供を通じて、国内外のお客さまの
ニーズにお応えしています。これらの製品は各種土木建築物などに使用され、公共インフラの構築や国土
強靭化の礎となっており、社会の発展を支える大きな役割を担っております。
また「資源リサイクル事業」については、水島製造所と鹿島製造所において使用済み乾電池などの廃棄物
を鉄スクラップと共に資源として活用し、鉄鋼製品に再生しております。

今後ますます高度化・多様化するお客さまのニーズにお応えしつつ、地球環境との調和という大きな課題に
対処しながら、飽くなき探求心で技術革新を進めていきます。
そして「人と地球に優しい鉄づくり」を通じてこれからの社会を支え、より良い未来へつなげていくために、
挑戦し続けてまいります。

これからもJFE条鋼株式会社にご支援、
ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

Message

JFE条鋼株式会社
 

企業理念

JFEグループは、

常に世界最高の技術をもって

社会に貢献します。

挑戦。柔軟。誠実。

行動規範
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鋼片を加熱炉で熱し、圧延工程で
成形可能な温度まで昇温する。

加熱

すべての検査に合格した製品を所定の
荷姿で陸路・海路を通じて輸送。納期
に合わせてお客さまのもとへ届ける。

出荷

←集塵室へ 電極

❶鉄スクラップ連続投入

上部ゲート

下部ゲート

❷上下2段ゲート

❸予熱槽

❹溶解、昇熱室

複数の圧延機（組ロール）を使用し、
鋼片を加工・鍛錬・成形し、製品を
つくる。

圧延

圧延直後の製品は高温のため、切
断・結束可能な温度まで冷却床で
冷やす。

冷却

さまざまな品質対応を行いながら
溶鋼を連続的に凝固させ、鋼片を
つくる。

連続鋳造

溶鋼中の不純物を取り除き、お客
さまのニーズに沿った成分組成に
する。

精錬

お客さまの用途に合わせて、製品を
矯正・検査・切断・結束する。

精整

銘柄別に管理された鉄スクラップ
を電気炉に装入し、電気エネル
ギーで溶解し、溶鋼をつくる。

溶解

資
源
循
環
型
社
会
の
構
築

製造プロセス
Process

ECOARC™とは

姫路製造所では、電気炉のスクラップ溶解中に発生

する高温の排ガス熱を鉄スクラップの予熱に活用

する、環境対応型高効率アーク炉「ECOARC™（エコ

アーク）」を電炉業界に先駆けて採用しています。

エコアークは、従来の電気炉よりも高い生産性を実現

する溶解技術を備えています。

また高度なスクラップ予熱技術により、エネルギー効率

の改善とエネルギーロス最小化を実現しています。

Column
鉄スクラップから
製品ができるまで

回収された鉄スクラップを、高度な技術で新たな鉄鋼製品に。
当社の製造する鉄鋼製品の主原料は鉄スクラップ。

回収した建築廃材や自動車解体くず、空き缶などを、当社の製造技術により

新たな鉄鋼製品として生まれ変わらせ、再び社会へ送り出します。

主原料は、鉄スクラップです。役目を終えた鉄は貴重な資源
として回収され、新たな鉄鋼製品として生まれ変わります。
《主なスクラップの種類》
・市中から発生する老廃くず（建築廃材や自動車解体くず、 
　空き缶など）
・加工工場から発生する鉄の加工くず
・製造所から発生する自家発生くず

当社の製品は、工場や建築現場などで様々な形に加工さ
れて、身近な場所で皆さまの暮らしと社会を支えています。
《使用例》
・等辺山形鋼　→鉄塔など
・H形鋼　→橋梁、トンネルなど
・不等辺山形鋼・平鋼　→船舶、産業機械など
・鉄筋コンクリート用棒鋼　→ビル・マンション・学校など

鉄スクラップを電炉に投入し、通電させて溶解し、再び
命を吹き込みます。電炉は高炉の約１/４のCO²排出量で
鉄鋼製品を製造することが出来る、環境に優しい製鉄
プロセスです。また、使用済み乾電池や産業廃棄物を
鉄スクラップとともに電気炉で超高温完全溶解処理する
ことで、金属成分の回収と、熱エネルギーの利用を行って
います。

製造された鉄鋼製品は、お客さまの用途に合わせて
切断・結束され、検査に合格した後、全国5製造所より
国内外のお客さまへ出荷されます。
お客さまや取引先さまとの信頼関係の元、高品質の
製品をお約束した納期でお届けする安定供給体制を
構築しています。

販売

資源の回収

建物・構造物 製品製造

再資源化

建物・構造物

スクラップ
＋

産業廃棄物

国内の貴重な資源である鉄スクラップを新たな鉄鋼製品として再生産する

「鉄のリサイクル事業」により、循環型社会の構築に貢献しています。当社の

製品である形鋼・鉄筋棒鋼は、建築物、鉄塔、船舶、トンネルなど幅広い分野で

使用され、社会基盤を支えています。電炉は環境調和型の製造プロセス

として、脱炭素社会へ向けた取り組みの中で、改めて注目されています。

電炉メーカーとしてのJFE条鋼

電気炉
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として、脱炭素社会へ向けた取り組みの中で、改めて注目されています。

電炉メーカーとしてのJFE条鋼

電気炉
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鋼片を加熱炉で熱し、圧延工程で
成形可能な温度まで昇温する。

加熱

すべての検査に合格した製品を所定の
荷姿で陸路・海路を通じて輸送。納期
に合わせてお客さまのもとへ届ける。

出荷

←集塵室へ 電極

❶鉄スクラップ連続投入

上部ゲート

下部ゲート

❷上下2段ゲート

❸予熱槽

❹溶解、昇熱室

複数の圧延機（組ロール）を使用し、
鋼片を加工・鍛錬・成形し、製品を
つくる。

圧延

圧延直後の製品は高温のため、切
断・結束可能な温度まで冷却床で
冷やす。

冷却

さまざまな品質対応を行いながら
溶鋼を連続的に凝固させ、鋼片を
つくる。

連続鋳造

溶鋼中の不純物を取り除き、お客
さまのニーズに沿った成分組成に
する。

精錬

お客さまの用途に合わせて、製品を
矯正・検査・切断・結束する。

精整

銘柄別に管理された鉄スクラップ
を電気炉に装入し、電気エネル
ギーで溶解し、溶鋼をつくる。

溶解

資
源
循
環
型
社
会
の
構
築

製造プロセス
Process

ECOARC™とは

姫路製造所では、電気炉のスクラップ溶解中に発生

する高温の排ガス熱を鉄スクラップの予熱に活用

する、環境対応型高効率アーク炉「ECOARC™（エコ

アーク）」を電炉業界に先駆けて採用しています。

エコアークは、従来の電気炉よりも高い生産性を実現

する溶解技術を備えています。

また高度なスクラップ予熱技術により、エネルギー効率

の改善とエネルギーロス最小化を実現しています。

Column
鉄スクラップから
製品ができるまで

回収された鉄スクラップを、高度な技術で新たな鉄鋼製品に。
当社の製造する鉄鋼製品の主原料は鉄スクラップ。

回収した建築廃材や自動車解体くず、空き缶などを、当社の製造技術により

新たな鉄鋼製品として生まれ変わらせ、再び社会へ送り出します。

主原料は、鉄スクラップです。役目を終えた鉄は貴重な資源
として回収され、新たな鉄鋼製品として生まれ変わります。
《主なスクラップの種類》
・市中から発生する老廃くず（建築廃材や自動車解体くず、 
　空き缶など）
・加工工場から発生する鉄の加工くず
・製造所から発生する自家発生くず

当社の製品は、工場や建築現場などで様々な形に加工さ
れて、身近な場所で皆さまの暮らしと社会を支えています。
《使用例》
・等辺山形鋼　→鉄塔など
・H形鋼　→橋梁、トンネルなど
・不等辺山形鋼・平鋼　→船舶、産業機械など
・鉄筋コンクリート用棒鋼　→ビル・マンション・学校など

鉄スクラップを電炉に投入し、通電させて溶解し、再び
命を吹き込みます。電炉は高炉の約１/４のCO²排出量で
鉄鋼製品を製造することが出来る、環境に優しい製鉄
プロセスです。また、使用済み乾電池や産業廃棄物を
鉄スクラップとともに電気炉で超高温完全溶解処理する
ことで、金属成分の回収と、熱エネルギーの利用を行って
います。

製造された鉄鋼製品は、お客さまの用途に合わせて
切断・結束され、検査に合格した後、全国5製造所より
国内外のお客さまへ出荷されます。
お客さまや取引先さまとの信頼関係の元、高品質の
製品をお約束した納期でお届けする安定供給体制を
構築しています。

販売

資源の回収

建物・構造物 製品製造

再資源化

建物・構造物

スクラップ
＋

産業廃棄物

国内の貴重な資源である鉄スクラップを新たな鉄鋼製品として再生産する

「鉄のリサイクル事業」により、循環型社会の構築に貢献しています。当社の

製品である形鋼・鉄筋棒鋼は、建築物、鉄塔、船舶、トンネルなど幅広い分野で

使用され、社会基盤を支えています。電炉は環境調和型の製造プロセス

として、脱炭素社会へ向けた取り組みの中で、改めて注目されています。

電炉メーカーとしてのJFE条鋼
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鉄鋼メーカーとしての
環境や社会への配慮

全国に広がる
製造・販売ネットワーク

最先端の技術による
廃棄物リサイクル

JFE条鋼の事業概要

つの事業を
柱としています。

当社は全国5か所に製造所を持ち、普通鋼鋼材を製造・

販売する国内最大級の普通鋼電炉メーカーです。鉄筋棒

鋼を3か所、形鋼を2か所で製造することで効率的な生産・

輸送体制を確立しています。

当社では一般形鋼・鉄筋棒鋼・平鋼・H形鋼など多くの

製造品種・サイズの生産を行っており、お客さまのさま

ざまなニーズにお応えすることが可能です。全国5製造

所と各地に支店・支社を有することで、全国のお客さま

にご満足いただけるサービスの提供に努めています。

当社は廃棄物（使用済み乾電池など）を、鉄スクラップ

と共に資源として活用した資源リサイクル事業を有す

る数少ない鉄鋼メーカーです。電気炉による超高温完

全溶解処理（アーク温度 4,000℃）にて一瞬で溶解・

無害化するマテリアルリサイクルで、残渣は発生しま

せん。また熱エネルギーを回収・利用するサーマルリ

サイクルも実現しています。

形鋼は、断面形状によって、山形鋼、溝形鋼、H形鋼などに分類され、鉄筋棒鋼と

共に鋼材の代表的品種とされています。当社では形鋼の他、平鋼・プレーン丸鋼な

ど豊富な形状、寸法、材質の製品をそろえております。多様な品種、幅広いサイズ

バラエティと確かな品質から、国内外の建築・機械・船舶・車両などさまざまな分

野で採用され、高度化・多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

鉄筋棒鋼は鉄筋コンクリート造を支え、建築・土木工事分野で幅広く使用される主

要資材です。建築物の性質に応じて、成分や性質が異なる鉄筋棒鋼が使用されてい

ます。スタンダードな異形鉄筋に加え、高強度せん断補強筋なども製造しています。

お客さまの課題解決を目指し、時代のニーズをとらえた商品開発、品質管理、施工

指導などを行っています。

水島製造所

豊平製造所

東部製造所

鹿島製造所

姫路製造所

鉄スクラップを原料とした鉄鋼製品の製造・販売を行う「形鋼事業」「鉄筋棒鋼
事業」に加え、電気炉精錬で培った高い技術力を活かし、使用済み乾電池などの
廃棄物を資源として再活用する、「資源リサイクル事業」も行っています。

当社は、全国ネットワークの電炉メーカーとして、未来につながる
鉄づくりを実施。環境・社会に常に配慮し、廃棄物のリサイクルにも
積極的に取り組んでいます。

JFE条鋼の　     つの強み3
3

1 2 3

全国で発生した使用済み乾電池などの廃棄物を回収し、主原料である鉄スクラップ

と共に電気炉で超高温完全溶解処理され、再資源化しています。金属部分は完全マ

テリアルリサイクル（溶鋼は鉄鋼製品、スラグは路盤材、ダストは亜鉛精錬原料等

へ）、それ以外は熱エネルギーを回収・利用するサーマルリサイクルなどにより、

残渣がほぼゼロの理想的な資源リサイクルを達成しています。

形鋼事業

鉄筋棒鋼事業

資源リサイクル事業

「人と地球に優しい鉄づくり」を行うため、つねに環境・

地域社会への配慮を怠ることなく、事業活動を推進し

ています。地球温暖化や気候変動の問題は、人類や地

球にとって大きな課題です。

当社は、最先端の技術や設備によって、エネルギー効

率を高め、省エネ、省資源、CO²削減を進めています。

また、お客さまや地域のみなさまから信頼される会社

を目指し、社会貢献活動による地域とのつながりを大

切にしています。
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鋼を3か所、形鋼を2か所で製造することで効率的な生産・

輸送体制を確立しています。

当社では一般形鋼・鉄筋棒鋼・平鋼・H形鋼など多くの

製造品種・サイズの生産を行っており、お客さまのさま

ざまなニーズにお応えすることが可能です。全国5製造

所と各地に支店・支社を有することで、全国のお客さま

にご満足いただけるサービスの提供に努めています。

当社は廃棄物（使用済み乾電池など）を、鉄スクラップ

と共に資源として活用した資源リサイクル事業を有す

る数少ない鉄鋼メーカーです。電気炉による超高温完

全溶解処理（アーク温度 4,000℃）にて一瞬で溶解・

無害化するマテリアルリサイクルで、残渣は発生しま

せん。また熱エネルギーを回収・利用するサーマルリ

サイクルも実現しています。

形鋼は、断面形状によって、山形鋼、溝形鋼、H形鋼などに分類され、鉄筋棒鋼と

共に鋼材の代表的品種とされています。当社では形鋼の他、平鋼・プレーン丸鋼な

ど豊富な形状、寸法、材質の製品をそろえております。多様な品種、幅広いサイズ

バラエティと確かな品質から、国内外の建築・機械・船舶・車両などさまざまな分

野で採用され、高度化・多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

鉄筋棒鋼は鉄筋コンクリート造を支え、建築・土木工事分野で幅広く使用される主

要資材です。建築物の性質に応じて、成分や性質が異なる鉄筋棒鋼が使用されてい

ます。スタンダードな異形鉄筋に加え、高強度せん断補強筋なども製造しています。

お客さまの課題解決を目指し、時代のニーズをとらえた商品開発、品質管理、施工

指導などを行っています。

水島製造所

豊平製造所

東部製造所

鹿島製造所

姫路製造所

鉄スクラップを原料とした鉄鋼製品の製造・販売を行う「形鋼事業」「鉄筋棒鋼
事業」に加え、電気炉精錬で培った高い技術力を活かし、使用済み乾電池などの
廃棄物を資源として再活用する、「資源リサイクル事業」も行っています。

当社は、全国ネットワークの電炉メーカーとして、未来につながる
鉄づくりを実施。環境・社会に常に配慮し、廃棄物のリサイクルにも
積極的に取り組んでいます。

JFE条鋼の　     つの強み3
3

1 2 3

全国で発生した使用済み乾電池などの廃棄物を回収し、主原料である鉄スクラップ

と共に電気炉で超高温完全溶解処理され、再資源化しています。金属部分は完全マ

テリアルリサイクル（溶鋼は鉄鋼製品、スラグは路盤材、ダストは亜鉛精錬原料等

へ）、それ以外は熱エネルギーを回収・利用するサーマルリサイクルなどにより、

残渣がほぼゼロの理想的な資源リサイクルを達成しています。

形鋼事業

鉄筋棒鋼事業

資源リサイクル事業

「人と地球に優しい鉄づくり」を行うため、つねに環境・

地域社会への配慮を怠ることなく、事業活動を推進し

ています。地球温暖化や気候変動の問題は、人類や地

球にとって大きな課題です。

当社は、最先端の技術や設備によって、エネルギー効

率を高め、省エネ、省資源、CO²削減を進めています。

また、お客さまや地域のみなさまから信頼される会社

を目指し、社会貢献活動による地域とのつながりを大

切にしています。
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二辺の幅が等しい等辺の山形鋼でアングルとも

呼ばれています。鉄塔や建築、橋梁、船舶など

幅広い分野で使用されています。当社では鹿島・

姫路の東西2製造所で生産を行っており、全国

各地のお客さまに製品をお届けしています。

断面がローマ字の「H」の形で、フランジ内外

面が平行な形鋼です。断面効率が他の形鋼に

比べ優れているのが特徴で、建築分野での使用

比率が高く、鉄骨構造の建造物で梁や柱として

使われています。

鉄筋コンクリート造柱、梁用785Ｎ/mm²級

高強度せん断補強筋です。短期せん断補強用

許容応力度として、590N/mm²（SD295: 普通

鉄筋の2倍）をご採用いただけます。また、母材の

伸びや曲げ性も優れており、柱および梁の

せん断補強筋として十分な性能を発揮します。

豊平・東部・水島の3製造所で生産を行い、

幅広い地域にお届けしています。特に節の高さ、

間隔および角度を高い精度で管理しています

ので、コンクリートの付着度に優れています。

鉄筋コンクリート造を支える資材として、建築、

土木分野で幅広く使用されています。

杭頭鋼管に直接溶接するためにJ形開先

形状に圧延した異形棒鋼です。高い溶接性・

靭性と作業性・経済性を兼ね備えています。

大臣認定品。

※WSD490、WD41Jのみ製造

※開先付き異形棒鋼の販売は（株）ブレイブが

行っております。

H形鋼（HB）
鉄筋コンクリート用棒鋼 開先付き異形棒鋼

（New J-BAR）
高強度せん断補強筋
（Jフープ785™）

断面形状が長方形をしている帯状の鋼材です。

鉄骨や、産業機械、船舶の構造材に使われて

います。またナットやワッシャー、刃物などの二次

製品の材料となるものもあり、用途は極めて

広範囲です。

平鋼（FB）

山形鋼の中で二辺の幅が等しくないものを

不等辺山形鋼と呼びます。一定方向に力が

はたらく船舶の構造部材に多く使用され、車両

の台枠や一般構造用にも使われています。

不等辺山形鋼（ABS）

溝形鋼は、断面が「コ」形に近い形鋼で、フランジ

内側には傾斜が付いており、チャンネルとも

呼ばれています。建築、車両、産業機械などに

多く使用されています。

溝形鋼（CB）等辺山形鋼（AB）

建築物の基礎構造の大半を構成する

鉄筋コンクリートには、多くの鉄筋

棒鋼が用いられています。鉄筋棒鋼

はビルやマンションの柱や梁など

上層の部材にも多く用いられており、

建築物の性質に応じて成分や性質が

異なる材料が使用されています。

鉄筋棒鋼は高層ビルだけでなく、

物流倉庫や工場を始め、住宅、

店舗など身近な建物にも用い

 られています。たとえば木造

住宅の基礎にも鉄筋棒鋼は1.5

 トン程使用されており、まさに

縁の下から生活環境を支えて

います。住宅基礎

製品が実際に
使われているところ

筋棒鋼事業
鉄筋棒鋼は、鉄筋コンクリート造を支え、建築・土木工事現場で幅広く
使用される主要部材です。お客さまの課題解決を目指し、時代のニーズを
とらえた商品開発、品質管理、施工指導などを行っています。鉄鋼事業

形鋼は、断面形状によって、山形鋼、溝形鋼、H形鋼などに分類され、需要量が多く、
鉄筋棒鋼と共に鋼材の代表的品種とされています。その他、平鋼・プレーン丸鋼
など豊富な形状、寸法、材質の製品もそろえております。形

世界の海運を支える船舶には

多くの鋼材が使用されてい

ます。当社は不等辺山形鋼・

平鋼を中心に、国内外の多くの

造船所に向けて製品を供給

しています。主に骨組を支える

補強部材として使用されて

います。

製品が実際に
使われているところ

船舶

日本全国に安定して電力を届ける

ための送電線は鉄塔によって支え

られています。この鉄塔にも当社の

等辺山形鋼が活躍しています。また

スマートフォンの通信を支える通信

鉄塔にも当社の等辺山形鋼が数

多く採用されています。
ビル・マンション鉄塔

上記製品の他、丸鋼（RB）、平行フランジ溝形鋼（PFC）、T形鋼（WTB）、カラー形鋼（カラーAB・

CB）、異形平鋼（TFB、GFB）、フェンス材なども取りそろえております。　
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比率が高く、鉄骨構造の建造物で梁や柱として

使われています。

鉄筋コンクリート造柱、梁用785Ｎ/mm²級

高強度せん断補強筋です。短期せん断補強用

許容応力度として、590N/mm²（SD295: 普通

鉄筋の2倍）をご採用いただけます。また、母材の

伸びや曲げ性も優れており、柱および梁の

せん断補強筋として十分な性能を発揮します。

豊平・東部・水島の3製造所で生産を行い、

幅広い地域にお届けしています。特に節の高さ、

間隔および角度を高い精度で管理しています

ので、コンクリートの付着度に優れています。

鉄筋コンクリート造を支える資材として、建築、

土木分野で幅広く使用されています。

杭頭鋼管に直接溶接するためにJ形開先

形状に圧延した異形棒鋼です。高い溶接性・

靭性と作業性・経済性を兼ね備えています。

大臣認定品。

※WSD490、WD41Jのみ製造

※開先付き異形棒鋼の販売は（株）ブレイブが

行っております。

H形鋼（HB）
鉄筋コンクリート用棒鋼 開先付き異形棒鋼

（New J-BAR）
高強度せん断補強筋
（Jフープ785™）

断面形状が長方形をしている帯状の鋼材です。

鉄骨や、産業機械、船舶の構造材に使われて

います。またナットやワッシャー、刃物などの二次

製品の材料となるものもあり、用途は極めて

広範囲です。

平鋼（FB）

山形鋼の中で二辺の幅が等しくないものを

不等辺山形鋼と呼びます。一定方向に力が

はたらく船舶の構造部材に多く使用され、車両

の台枠や一般構造用にも使われています。

不等辺山形鋼（ABS）

溝形鋼は、断面が「コ」形に近い形鋼で、フランジ

内側には傾斜が付いており、チャンネルとも

呼ばれています。建築、車両、産業機械などに

多く使用されています。

溝形鋼（CB）等辺山形鋼（AB）

建築物の基礎構造の大半を構成する

鉄筋コンクリートには、多くの鉄筋

棒鋼が用いられています。鉄筋棒鋼

はビルやマンションの柱や梁など

上層の部材にも多く用いられており、

建築物の性質に応じて成分や性質が

異なる材料が使用されています。

鉄筋棒鋼は高層ビルだけでなく、

物流倉庫や工場を始め、住宅、

店舗など身近な建物にも用い

 られています。たとえば木造

住宅の基礎にも鉄筋棒鋼は1.5

 トン程使用されており、まさに

縁の下から生活環境を支えて

います。住宅基礎

製品が実際に
使われているところ

筋棒鋼事業
鉄筋棒鋼は、鉄筋コンクリート造を支え、建築・土木工事現場で幅広く
使用される主要部材です。お客さまの課題解決を目指し、時代のニーズを
とらえた商品開発、品質管理、施工指導などを行っています。鉄鋼事業

形鋼は、断面形状によって、山形鋼、溝形鋼、H形鋼などに分類され、需要量が多く、
鉄筋棒鋼と共に鋼材の代表的品種とされています。その他、平鋼・プレーン丸鋼
など豊富な形状、寸法、材質の製品もそろえております。形

世界の海運を支える船舶には

多くの鋼材が使用されてい

ます。当社は不等辺山形鋼・

平鋼を中心に、国内外の多くの

造船所に向けて製品を供給

しています。主に骨組を支える

補強部材として使用されて

います。

製品が実際に
使われているところ

船舶

日本全国に安定して電力を届ける

ための送電線は鉄塔によって支え

られています。この鉄塔にも当社の

等辺山形鋼が活躍しています。また

スマートフォンの通信を支える通信

鉄塔にも当社の等辺山形鋼が数

多く採用されています。
ビル・マンション鉄塔

上記製品の他、丸鋼（RB）、平行フランジ溝形鋼（PFC）、T形鋼（WTB）、カラー形鋼（カラーAB・

CB）、異形平鋼（TFB、GFB）、フェンス材なども取りそろえております。　
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産業廃棄物 一般廃棄物 産業廃棄物 一般廃棄物

許可元

事業の範囲

施設の種類

許可NO.

許可の年月日

許可の有効期限

処理能力

処理施設
 
  

廃棄物の種類

倉敷市

中間処理（燒却）

ー

第10020165583号

令和4年4月8日

令和9年3月31日

540t/日（540×1基）

ー
　
  

燃え殻、汚泥、金属くず、ガラ
スくず、コンクリートくず、陶
磁器くず、鉱さい、がれき類、
ばいじん、廃ブラスチック類、
紙くず、木くず、繊維くず

茨城県

中間処理（燒却）

ー

00821165583

令和4年12月5日

令和9年12月4日

220t/日（220×1基）

ー
　
  

燃え殻、汚泥、廃プラスチック
類、金属くず、ガラスくず、コ
ンクリートくず、陶磁器くず、
鉱さい、がれき類

倉敷市

ー

ごみ処理施設（燒却施設）

第100004号

平成27年11月2日

ー

ー

電気炉／1基 直流、集塵機／1基
風量　37.4万 N㎥/hr
  

廃乾電池、廃スプリングマット
レス

茨城県

ー

ごみ処理施設（焼却施設）

1-145

令和4年7月6日

ー

ー

電気炉/ 1基 直流、集塵機/1基
風量　24万N㎥/hr
  

廃乾電池、廃マットレス

JFE 条鋼における廃棄物処理

源リサイクル事業
全国で発生した使用済み乾電池などの廃棄物を回収。
電気炉操業時に超高温完全溶解処理をすることで、金属成分・
エネルギーの効率的なリサイクルを行っています。資

水島製造所 鹿島製造所

再資源化の仕組み

産業廃棄物

路盤材

スクラップ

・ビル解体時に発生する鉄くず

・鉄鋼廃材や自動車解体くず

・鉄加工工場から発生する加工くず

・自家発生くず

使用済み乾電池

スラグ溶鋼

ダスト

還元焙焼など

亜鉛精錬原料 製鉄原料

残渣物

使用済み乾電池処理は西日本エリアの拠点である水島

製造所（2008年4月～）および、東日本エリアの拠点

である鹿島製造所（2017 年3月～）で行っております。

日本全国の使用済み乾電池を効率よく運搬し、東西に

処理拠点を有する唯一の電炉メーカーです。

2021 年 10月から廃スプリングマットレスの処理も

できるようになりました。

一般廃棄物

次世代自動車、新エネルギー ( 太陽光、風力など ) の

分野で新素材、複合素材の採用が進み、一般の焼却炉

では処理が難しい廃棄物が増えています。

当社は電気炉の超高温完全溶融処理の特徴を活かし

処理困難物を再資源化して、埋立処理を削減し環境

保全に努めています。

産業廃棄物

廃スプリング
マットレス

10

施設設置許可

鉄鋼製品



産業廃棄物 一般廃棄物 産業廃棄物 一般廃棄物

当社は、お客さまや地域のみなさまから
信頼される企業を目指し、さまざまな社
会貢献活動を実施しています。
全社の社会貢献として、「日本臓器移植
ネットワーク」へ寄付協賛を行っています。

社会貢献活動

許可元

事業の範囲

施設の種類

許可NO.

許可の年月日

許可の有効期限

処理能力

処理施設
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倉敷市

中間処理（燒却）

ー

第10020165583号

令和4年4月8日

令和9年3月31日

540t/日（540×1基）

ー
　
  

燃え殻、汚泥、金属くず、ガラ
スくず、コンクリートくず、陶
磁器くず、鉱さい、がれき類、
ばいじん、廃ブラスチック類、
紙くず、木くず、繊維くず

茨城県

中間処理（燒却）

ー

00821165583

令和4年12月5日

令和9年12月4日

220t/日（220×1基）

ー
　
  

燃え殻、汚泥、廃プラスチック
類、金属くず、ガラスくず、コ
ンクリートくず、陶磁器くず、
鉱さい、がれき類

倉敷市

ー

ごみ処理施設（燒却施設）

第100004号

平成27年11月2日

ー

ー

電気炉／1基 直流、集塵機／1基
風量　37.4万 N㎥/hr
  

廃乾電池、廃スプリングマット
レス

茨城県

ー

ごみ処理施設（焼却施設）

1-145

令和4年7月6日

ー

ー

電気炉/ 1基 直流、集塵機/1基
風量　24万N㎥/hr
  

廃乾電池、廃マットレス

JFE 条鋼における廃棄物処理

源リサイクル事業
全国で発生した使用済み乾電池などの廃棄物を回収。
電気炉操業時に超高温完全溶解処理をすることで、金属成分・
エネルギーの効率的なリサイクルを行っています。資

水島製造所 鹿島製造所

当社は安全な職場をつくる
ため、安全教育（階層別教
育、危険体感訓練など）や安
全衛生活動（リスクアセスメ
ント活動、類似災害防止活
動、小集団改善活動、パト
ロール活動、監査活動など）
を継続して実施しています。

安全活動

SUSTAINABILITY
サステナビリティの取り組み

当社はJFE条鋼環境憲章に基づき、地球環境
との調和と地球環境の向上を企業活動の中で
実現することを目指しています。

当社は、JFEグループの環境理念にのっとり、
地球環境の向上を経営の重要課題と位置づ
け、環境と調和した事業活動を推進すること
により、豊かな社会づくりを目指します。

JFE 条鋼環境憲章

当社では、各工程の熱エネルギーロスの最小化に努めて
います。製鋼工程では電気炉の排熱を鉄スクラップの予熱に
活用する、環境対応型高効率アーク炉「ECOARC™（エコ
アーク）」を採用しています。圧延工程では、製鋼工程で製造
された半製品を冷却せずにそのまま圧延するダイレクト圧延
方式を採用しており、CO²削減にも大きく寄与しています。

省エネ活動

当社は、製鋼工程および圧延工程での最先端省エネルギー技術の積極的な導入
や、資源リサイクル事業の積極展開を通じて、資源循環型社会への貢献を柱に低炭
素社会の実現を推進していきます。

低炭素実行計画

多様化する社会での人材確保や少子高
齢化社会での人材活用、またワークライ
フバランスに対応した働きやすい雇用制
度の整備を進めています。近年では、育
児・介護などのために退職した従業員の
再入社制度（ジョブ・リターン・アシスト制
度）を導入しています。

ダイバーシティの
推進

1 すべての事業活動における環境負荷低減
現在および将来の環境負荷の低減に努める
とともに、環境負荷低減のための技術開発を
推進します。

2 技術、製品による貢献
環境調和型商品の開発および最先端の技
術、設備の導入により、より良い環境づくりに
貢献します。

3 省資源、省エネルギー事業活動による貢献
地球環境を視野にいれた事業活動を推進
し、省資源、省エネルギーなど資源の有効活
用に努めます。

4 社会とのコミュニケーションの促進
地域社会の一員として、市民、行政、企業との
連携を図り地域のより良い環境づくりに貢献
します。

理念

方針

再資源化の仕組み
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・ビル解体時に発生する鉄くず
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・鉄加工工場から発生する加工くず
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できるようになりました。
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次世代自動車、新エネルギー ( 太陽光、風力など ) の

分野で新素材、複合素材の採用が進み、一般の焼却炉

では処理が難しい廃棄物が増えています。

当社は電気炉の超高温完全溶融処理の特徴を活かし

処理困難物を再資源化して、埋立処理を削減し環境

保全に努めています。

産業廃棄物

廃スプリング
マットレス
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品質 ISO 9001，環境 ISO 14001

品質 ISO 9001，環境 ISO 14001

品質 ISO 9001，環境 ISO 14001

〒341-0034　埼玉県三郷市新和三丁目435番1号
TEL：048-952-2211（代表）　FAX：048-952-7078

所在地

工場名
主要設備
（数）
稼働能力
生産品種

東部製造所

東部製造所は、主原料であるスクラップ鉄源の大集積地であり、鉄筋
棒鋼の大需要先である首都圏に立地し、各種原料調達面および製品
販売面において大きな優位性を持っています。お客さまと周辺地域に
身近な都市型製造所として、約1万坪のコンパクトな敷地の中で、環境
保全の地域共生を基盤に、高品質な鉄筋棒鋼を高効率な設備レイア
ウトで製造しています。

工場の特徴

圧延工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）
28,000t/月
鉄筋コンクリート用棒鋼

製鋼工場
50t電気炉（1基）
連続鋳造機（1基）
30,000t/月
鋳片

品質 ISO 9001，環境 ISO 14001

〒063-8607
北海道札幌市西区発寒十条十三丁目1番1号
TEL：011-661-2151（代表）　FAX：011-663-5753

所在地

工場名
主要設備
（数）
稼働能力
生産品種

豊平製造所

豊平製造所は札幌市西区の鉄工団地に位置し、鉄筋棒鋼の工場
として道内トップクラスです。北海道にて当社の製品を製造・販売
するという使命を担い、長年培われた操業技術を用いて鉄筋コン
クリート用棒鋼を製造しています。環境対策に配慮した製造所と
して、北海道の発展へ貢献します。

工場の特徴

圧延工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）
25,000t/月
鉄筋コンクリート用棒鋼

製鋼工場
50t電気炉（1基）
連続鋳造機（1基）
25,000t/月
鋳片

〒314-0111　茨城県神栖市南浜7番地
TEL：0299-90-5200（代表）　FAX：0299-90-5201

所在地

工場名
主要設備
（数）

稼働能力
生産品種

鹿島製造所

鹿島製造所は、鹿島臨海工業地帯の南部に約23万坪の敷地を有し、
東は鹿島灘、西には利根川、北に水郷潮来を臨む、水と緑に恵まれた
豊かな自然環境の中に位置しています。高度な技術と最新の設備を
駆使した競争力の高い高能率の工場で、一般廃棄物・産業廃棄物の
処理も行っています。

工場の特徴

中小形工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）

40,000t/月
等辺山形鋼、溝形鋼、V形鋼、R付山形鋼、
溝付山形鋼

製鋼工場
150t電気炉（1基）
取鍋精錬炉（1基）
連続鋳造機（1基）
60,000t/月
鋳片

〒672-8064　兵庫県姫路市飾磨区細江1280番地
TEL：079-235-6161（代表）　FAX：079-234-8980

所在地

工場名
主要設備
（数）

稼働能力
生産品種

姫路製造所

姫路製造所は、播磨臨海工業地帯の中心に位置し、海の玄関口、姫
路港に隣接する約12万坪の用地で、気候・風土等の環境条件にも恵
まれた、優れた製造技術を備えた理想的な製鋼・圧延一貫工場です。
製鋼工場には環境対応型高効率アーク炉(ECOARC™)を導入し、大
形・中小形の二つの圧延工場を有しており、自社バースからの海上輸
送の強みを持つ、形鋼の主力工場として稼働しています。

工場の特徴

大形工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）

50,000t/月
等辺山形鋼、不等辺山形鋼、溝形鋼、
H形鋼、平行フランジ溝形鋼、T形鋼

製鋼工場
150t電気炉（1基）
取鍋精錬炉（1基）
連続鋳造機（2基）
75,000t/月
鋳片

中小形工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）

25,000t/月
等辺山形鋼、平鋼、異形平鋼
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TEL：0299-90-5200（代表）　FAX：0299-90-5201

所在地

工場名
主要設備
（数）

稼働能力
生産品種

鹿島製造所

鹿島製造所は、鹿島臨海工業地帯の南部に約23万坪の敷地を有し、
東は鹿島灘、西には利根川、北に水郷潮来を臨む、水と緑に恵まれた
豊かな自然環境の中に位置しています。高度な技術と最新の設備を
駆使した競争力の高い高能率の工場で、一般廃棄物・産業廃棄物の
処理も行っています。

工場の特徴

中小形工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）

40,000t/月
等辺山形鋼、溝形鋼、V形鋼、R付山形鋼、
溝付山形鋼

製鋼工場
150t電気炉（1基）
取鍋精錬炉（1基）
連続鋳造機（1基）
60,000t/月
鋳片

〒672-8064　兵庫県姫路市飾磨区細江1280番地
TEL：079-235-6161（代表）　FAX：079-234-8980

所在地

工場名
主要設備
（数）

稼働能力
生産品種

姫路製造所

姫路製造所は、播磨臨海工業地帯の中心に位置し、海の玄関口、姫
路港に隣接する約12万坪の用地で、気候・風土等の環境条件にも恵
まれた、優れた製造技術を備えた理想的な製鋼・圧延一貫工場です。
製鋼工場には環境対応型高効率アーク炉(ECOARC™)を導入し、大
形・中小形の二つの圧延工場を有しており、自社バースからの海上輸
送の強みを持つ、形鋼の主力工場として稼働しています。

工場の特徴

大形工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）

50,000t/月
等辺山形鋼、不等辺山形鋼、溝形鋼、
H形鋼、平行フランジ溝形鋼、T形鋼

製鋼工場
150t電気炉（1基）
取鍋精錬炉（1基）
連続鋳造機（2基）
75,000t/月
鋳片

中小形工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）

25,000t/月
等辺山形鋼、平鋼、異形平鋼
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Factory introduction製
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介

製
造
所
紹
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TOYOHIRA

KASHIMA

HIMEJI

TOUBU

品質 ISO 9001，環境 ISO 14001

品質 ISO 9001，環境 ISO 14001

品質 ISO 9001，環境 ISO 14001

〒341-0034　埼玉県三郷市新和三丁目435番1号
TEL：048-952-2211（代表）　FAX：048-952-7078

所在地

工場名
主要設備
（数）
稼働能力
生産品種

東部製造所

東部製造所は、主原料であるスクラップ鉄源の大集積地であり、鉄筋
棒鋼の大需要先である首都圏に立地し、各種原料調達面および製品
販売面において大きな優位性を持っています。お客さまと周辺地域に
身近な都市型製造所として、約1万坪のコンパクトな敷地の中で、環境
保全の地域共生を基盤に、高品質な鉄筋棒鋼を高効率な設備レイア
ウトで製造しています。

工場の特徴

圧延工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）
28,000t/月
鉄筋コンクリート用棒鋼

製鋼工場
50t電気炉（1基）
連続鋳造機（1基）
30,000t/月
鋳片

品質 ISO 9001，環境 ISO 14001

〒063-8607
北海道札幌市西区発寒十条十三丁目1番1号
TEL：011-661-2151（代表）　FAX：011-663-5753

所在地

工場名
主要設備
（数）
稼働能力
生産品種

豊平製造所

豊平製造所は札幌市西区の鉄工団地に位置し、鉄筋棒鋼の工場
として道内トップクラスです。北海道にて当社の製品を製造・販売
するという使命を担い、長年培われた操業技術を用いて鉄筋コン
クリート用棒鋼を製造しています。環境対策に配慮した製造所と
して、北海道の発展へ貢献します。

工場の特徴

圧延工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）
25,000t/月
鉄筋コンクリート用棒鋼

製鋼工場
50t電気炉（1基）
連続鋳造機（1基）
25,000t/月
鋳片

〒314-0111　茨城県神栖市南浜7番地
TEL：0299-90-5200（代表）　FAX：0299-90-5201

所在地

工場名
主要設備
（数）

稼働能力
生産品種

鹿島製造所

鹿島製造所は、鹿島臨海工業地帯の南部に約23万坪の敷地を有し、
東は鹿島灘、西には利根川、北に水郷潮来を臨む、水と緑に恵まれた
豊かな自然環境の中に位置しています。高度な技術と最新の設備を
駆使した競争力の高い高能率の工場で、一般廃棄物・産業廃棄物の
処理も行っています。

工場の特徴

中小形工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）

40,000t/月
等辺山形鋼、溝形鋼、V形鋼、R付山形鋼、
溝付山形鋼

製鋼工場
150t電気炉（1基）
取鍋精錬炉（1基）
連続鋳造機（1基）
60,000t/月
鋳片

〒672-8064　兵庫県姫路市飾磨区細江1280番地
TEL：079-235-6161（代表）　FAX：079-234-8980

所在地

工場名
主要設備
（数）

稼働能力
生産品種

姫路製造所

姫路製造所は、播磨臨海工業地帯の中心に位置し、海の玄関口、姫
路港に隣接する約12万坪の用地で、気候・風土等の環境条件にも恵
まれた、優れた製造技術を備えた理想的な製鋼・圧延一貫工場です。
製鋼工場には環境対応型高効率アーク炉(ECOARC™)を導入し、大
形・中小形の二つの圧延工場を有しており、自社バースからの海上輸
送の強みを持つ、形鋼の主力工場として稼働しています。

工場の特徴

大形工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）

50,000t/月
等辺山形鋼、不等辺山形鋼、溝形鋼、
H形鋼、平行フランジ溝形鋼、T形鋼

製鋼工場
150t電気炉（1基）
取鍋精錬炉（1基）
連続鋳造機（2基）
75,000t/月
鋳片

中小形工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）

25,000t/月
等辺山形鋼、平鋼、異形平鋼

12 13



品質 ISO 9001に準拠した製造を行う当社の

製造所では、製品の高品質化をはかるため、業

界に誇る最先端設備を導入し、生産設備の自

動化およびデータサイエンス（DS）・ITの積極

活用により、厳格な品質管理を実施していま

す。各部門が連携し、品質競争力向上のための

造り込み技術を強化し、お客さまに信頼される

最高品質の製品の提供を実現します。

また、JISやISOの改正にも積極的に参画し、業

界の発展にも寄与しています。

品質管理の取り組み

Group company拠
点
情
報

グ
ル
ー
プ
会
社

〒063-0830　
北海道札幌市西区発寒十条十三丁目
1番1号ＪＦＥ条鋼株式会社　豊平製造所内
TEL：011-661-7849

【本社】
〒105-0004　
東京都港区新橋五丁目11番3号　
新橋住友ビル5F
TEL：03-6381-5700

【仙台事業所】
〒983-0001　
宮城県仙台市宮城野区港一丁目6番1号
ＪＦＥスチール株式会社　仙台製造所内
TEL：022-259-3736

【鹿島事業所】
〒314-0111　
茨城県神栖市南浜7番
ＪＦＥ条鋼株式会社　鹿島製造所内
TEL：0299-97-1390

【東部事業所】

（総務部・運輸部）
〒344-0001
埼玉県春日部市不動院野2503番地1
TEL：048-754-1201

（出荷部）
〒341-0034
埼玉県三郷市新和三丁目435番1号
JFE条鋼株式会社　東部製造所内
TEL：048-952-5186

BS豊平テック株式会社

〒672-8064　
兵庫県姫路市飾磨区細江1280番地
JFE条鋼株式会社　姫路製造所内
TEL：079-235-8666

BS西日本テック株式会社

BS東日本テック株式会社

MIZUSHIMA

製
造
所
紹
介

Base information

〒105-0004
東京都港区新橋五丁目11番3号
新橋住友ビル5階
TEL：03-5777-3811（代表）
FAX：03-5777-3800

本社

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9番1号 
肥後橋センタービル12階
TEL：06-4803-8700（代表）
FAX：06-4803-8720

大阪支社

北海道支店
〒060-0807
北海道札幌市北区北七条西四丁目12番地 
日本生命札幌北口ビル10階
TEL：011-747-9605（代表）
FAX：011-747-9600

東北支店
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目3番1号 
TMビル2階
TEL：022-726-7601（代表）
FAX：022-726-7602

豊平製造所
北海道支店

（北海道札幌市）

姫路製造所
（兵庫県姫路市）

水島製造所
（岡山県倉敷市）

大阪支社
（大阪府大阪市）

東部製造所
（埼玉県三郷市）

本社
（東京都港区）

鹿島製造所
（茨城県神栖市）

東北支店
（宮城県仙台市）

品質 ISO 9001，環境 ISO 14001

〒712-8074　岡山県倉敷市水島川崎通一丁目
JFEスチール株式会社　西日本製鉄所倉敷地区構内
TEL：086-447-4224（代表）　FAX：086-447-4225

所在地

工場名
主要設備
（数）

稼働能力
生産品種

水島製造所

水島製造所は、水島コンビナートにあるJFEスチール株式会社 西日本製
鉄所(倉敷地区)の構内に立地しています。関西地区以西の広いエリアに
鉄筋棒鋼を供給しており、ネジ鉄筋やハイテン材などの高付加価値製品
の製造や商品開発も行う、鉄筋棒鋼の基幹製造所です。また、産業廃棄
物および一般廃棄物の処理も行っており、当社の総合資源リサイクルの
主要拠点としての機能を有しています。

工場の特徴

圧延工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）

55,000t/月
鉄筋コンクリート用棒鋼、ネジ鉄筋、プレーン丸鋼
高強度せん断補強筋素材（JH785）　

製鋼工場
100t電気炉（1基）
取鍋精錬炉（1基）
連続鋳造機（1基）
50,000t/月
鋳片

14 15

品質 ISO 9001に準拠した製造を行う当社の

製造所では、製品の高品質化をはかるため、業

界に誇る最先端設備を導入し、生産設備の自

動化およびデータサイエンス（DS）・ITの積極

活用により、厳格な品質管理を実施していま

す。各部門が連携し、品質競争力向上のための

造り込み技術を強化し、お客さまに信頼される

最高品質の製品の提供を実現します。

また、JISやISOの改正にも積極的に参画し、業

界の発展にも寄与しています。

品質管理の取り組み

Group company拠
点
情
報

グ
ル
ー
プ
会
社

〒063-0830　
北海道札幌市西区発寒十条十三丁目
1番1号ＪＦＥ条鋼株式会社　豊平製造所内
TEL：011-661-7849

【本社】
〒105-0004　
東京都港区新橋五丁目11番3号　
新橋住友ビル5F
TEL：03-6381-5700

【仙台事業所】
〒983-0001　
宮城県仙台市宮城野区港一丁目6番1号
ＪＦＥスチール株式会社　仙台製造所内
TEL：022-259-3736

【鹿島事業所】
〒314-0111　
茨城県神栖市南浜7番
ＪＦＥ条鋼株式会社　鹿島製造所内
TEL：0299-97-1390

【東部事業所】

（総務部・運輸部）
〒344-0001
埼玉県春日部市不動院野2503番地1
TEL：048-754-1201

（出荷部）
〒341-0034
埼玉県三郷市新和三丁目435番1号
JFE条鋼株式会社　東部製造所内
TEL：048-952-5186

BS豊平テック株式会社

〒672-8064　
兵庫県姫路市飾磨区細江1280番地
JFE条鋼株式会社　姫路製造所内
TEL：079-235-8666

BS西日本テック株式会社

BS東日本テック株式会社

MIZUSHIMA

製
造
所
紹
介

Base information

〒105-0004
東京都港区新橋五丁目11番3号
新橋住友ビル5階
TEL：03-5777-3811（代表）
FAX：03-5777-3800

本社

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9番1号 
肥後橋センタービル12階
TEL：06-4803-8700（代表）
FAX：06-4803-8720

大阪支社

北海道支店
〒060-0807
北海道札幌市北区北七条西四丁目12番地 
日本生命札幌北口ビル10階
TEL：011-747-9605（代表）
FAX：011-747-9600

東北支店
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目3番1号 
TMビル2階
TEL：022-726-7601（代表）
FAX：022-726-7602

豊平製造所
北海道支店

（北海道札幌市）

姫路製造所
（兵庫県姫路市）

水島製造所
（岡山県倉敷市）

大阪支社
（大阪府大阪市）

東部製造所
（埼玉県三郷市）

本社
（東京都港区）

鹿島製造所
（茨城県神栖市）

東北支店
（宮城県仙台市）

品質 ISO 9001，環境 ISO 14001

〒712-8074　岡山県倉敷市水島川崎通一丁目
JFEスチール株式会社　西日本製鉄所倉敷地区構内
TEL：086-447-4224（代表）　FAX：086-447-4225

所在地

工場名
主要設備
（数）

稼働能力
生産品種

水島製造所

水島製造所は、水島コンビナートにあるJFEスチール株式会社 西日本製
鉄所(倉敷地区)の構内に立地しています。関西地区以西の広いエリアに
鉄筋棒鋼を供給しており、ネジ鉄筋やハイテン材などの高付加価値製品
の製造や商品開発も行う、鉄筋棒鋼の基幹製造所です。また、産業廃棄
物および一般廃棄物の処理も行っており、当社の総合資源リサイクルの
主要拠点としての機能を有しています。

工場の特徴

圧延工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）

55,000t/月
鉄筋コンクリート用棒鋼、ネジ鉄筋、プレーン丸鋼
高強度せん断補強筋素材（JH785）　

製鋼工場
100t電気炉（1基）
取鍋精錬炉（1基）
連続鋳造機（1基）
50,000t/月
鋳片

14 15



品質 ISO 9001に準拠した製造を行う当社の

製造所では、製品の高品質化をはかるため、業

界に誇る最先端設備を導入し、生産設備の自

動化およびデータサイエンス（DS）・ITの積極

活用により、厳格な品質管理を実施していま

す。各部門が連携し、品質競争力向上のための

造り込み技術を強化し、お客さまに信頼される

最高品質の製品の提供を実現します。

また、JISやISOの改正にも積極的に参画し、業

界の発展にも寄与しています。

品質管理の取り組み

Group company拠
点
情
報

グ
ル
ー
プ
会
社

〒063-0830　
北海道札幌市西区発寒十条十三丁目
1番1号ＪＦＥ条鋼株式会社　豊平製造所内
TEL：011-661-7849

【本社】
〒105-0004　
東京都港区新橋五丁目11番3号　
新橋住友ビル5F
TEL：03-6381-5700

【仙台事業所】
〒983-0001　
宮城県仙台市宮城野区港一丁目6番1号
ＪＦＥスチール株式会社　仙台製造所内
TEL：022-259-3736

【鹿島事業所】
〒314-0111　
茨城県神栖市南浜7番
ＪＦＥ条鋼株式会社　鹿島製造所内
TEL：0299-97-1390

【東部事業所】

（総務部・運輸部）
〒344-0001
埼玉県春日部市不動院野2503番地1
TEL：048-754-1201

（出荷部）
〒341-0034
埼玉県三郷市新和三丁目435番1号
JFE条鋼株式会社　東部製造所内
TEL：048-952-5186

BS豊平テック株式会社

〒672-8064　
兵庫県姫路市飾磨区細江1280番地
JFE条鋼株式会社　姫路製造所内
TEL：079-235-8666

BS西日本テック株式会社

BS東日本テック株式会社

MIZUSHIMA

製
造
所
紹
介

Base information

〒105-0004
東京都港区新橋五丁目11番3号
新橋住友ビル5階
TEL：03-5777-3811（代表）
FAX：03-5777-3800

本社

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9番1号 
肥後橋センタービル12階
TEL：06-4803-8700（代表）
FAX：06-4803-8720

大阪支社

北海道支店
〒060-0807
北海道札幌市北区北七条西四丁目12番地 
日本生命札幌北口ビル10階
TEL：011-747-9605（代表）
FAX：011-747-9600

東北支店
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目3番1号 
TMビル2階
TEL：022-726-7601（代表）
FAX：022-726-7602

豊平製造所
北海道支店

（北海道札幌市）

姫路製造所
（兵庫県姫路市）

水島製造所
（岡山県倉敷市）

大阪支社
（大阪府大阪市）

東部製造所
（埼玉県三郷市）

本社
（東京都港区）

鹿島製造所
（茨城県神栖市）

東北支店
（宮城県仙台市）

品質 ISO 9001，環境 ISO 14001

〒712-8074　岡山県倉敷市水島川崎通一丁目
JFEスチール株式会社　西日本製鉄所倉敷地区構内
TEL：086-447-4224（代表）　FAX：086-447-4225

所在地

工場名
主要設備
（数）

稼働能力
生産品種

水島製造所

水島製造所は、水島コンビナートにあるJFEスチール株式会社 西日本製
鉄所(倉敷地区)の構内に立地しています。関西地区以西の広いエリアに
鉄筋棒鋼を供給しており、ネジ鉄筋やハイテン材などの高付加価値製品
の製造や商品開発も行う、鉄筋棒鋼の基幹製造所です。また、産業廃棄
物および一般廃棄物の処理も行っており、当社の総合資源リサイクルの
主要拠点としての機能を有しています。

工場の特徴

圧延工場
加熱炉（1基）
粗・中間・仕上圧延機（1式）

55,000t/月
鉄筋コンクリート用棒鋼、ネジ鉄筋、プレーン丸鋼
高強度せん断補強筋素材（JH785）　

製鋼工場
100t電気炉（1基）
取鍋精錬炉（1基）
連続鋳造機（1基）
50,000t/月
鋳片

14 15

品質 ISO 9001に準拠した製造を行う当社の

製造所では、製品の高品質化をはかるため、業

界に誇る最先端設備を導入し、生産設備の自

動化およびデータサイエンス（DS）・ITの積極

活用により、厳格な品質管理を実施していま

す。各部門が連携し、品質競争力向上のための

造り込み技術を強化し、お客さまに信頼される

最高品質の製品の提供を実現します。

また、JISやISOの改正にも積極的に参画し、業

界の発展にも寄与しています。

品質管理の取り組み

Group company拠
点
情
報

グ
ル
ー
プ
会
社
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兵庫県姫路市飾磨区細江1280番地
JFE条鋼株式会社　姫路製造所内
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BS西日本テック株式会社

BS東日本テック株式会社

MIZUSHIMA

製
造
所
紹
介
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巡る、つながる。
未来に、つなげる。

〒105-0004　東京都港区新橋五丁目11番3号　新橋住友ビル5階
TEL：03-5777-3811（代表）　FAX：03-5777-3800

コーポレート
サイトはこちら
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