
グループ会社一覧 2013年4月1日時点

［JFEスチール］
【国内】

資源・原材料 電炉

鋼材・加工

設備・工事

物流・作業

分析・情報・化学

●�JFEミネラル株式会社
〒105-0014	東京都港区芝3-8-2	
芝公園ファーストビル	
TEL	03-5445-5200

●�水島合金鉄株式会社
〒712-8513	岡山県倉敷市水島川崎通1-1	
TEL	086-444-4241

●�JFEマテリアル株式会社
〒934-8550	富山県射水市庄西町2-9-38	
TEL	0766-84-4490

●�千葉リバーメント株式会社
〒260-0835	千葉県千葉市中央区川崎町1	
TEL	043-262-2149

●�JFE条鋼株式会社
〒105-0004	東京都港区新橋5-11-3	新橋住友ビル
TEL	03-5777-3811

●�JFE建材株式会社
〒103-0012	東京都中央区日本橋掘留町1-10-15	
JL日本橋ビル	
TEL	03-5644-1200

●�JFE鋼板株式会社
〒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	
TEL	03-3493-1200

●�JFEコンテイナー株式会社
〒101-0064	東京都千代田区猿楽町1-5-15	
猿楽町SSビル	
TEL	03-5281-8511

●�JFE鋼管株式会社
〒299-0107	千葉県市原市姉崎海岸7-1	
TEL	0436-62-8111

●�JFEメカニカル株式会社
〒111-0051	東京都台東区蔵前2-17-4	JFE蔵前ビル
TEL	03-3864-3865

●�JFE電制株式会社
〒105-0012	東京都港区芝大門1-9-9	
野村不動産芝大門ビル	
TEL	03-5405-8855

●�JFE物流株式会社
〒100-0004	東京都千代田区大手町1-9-5	
大手町フィナンシャルシティ	ノースタワー	
TEL	03-6214-9700

●�JFEテクノリサーチ株式会社
〒100-0004	東京都千代田区大手町2-7-1	
JFE商事ビル	
TEL	03-3510-3400	
※2013年5月より

●�水島リバーメント株式会社
〒712-8074	岡山県倉敷市水島川崎通1	
TEL	086-447-4607

●�JFE精密株式会社
〒950-0063	新潟県新潟市東区上王瀬町2-3	
TEL	025-274-3181

●�JFEプラリソース株式会社
〒210-0866	神奈川県川崎市川崎区水江町5-1	
TEL	044-299-5193

●�JFE大径鋼管株式会社
〒260-0826	千葉県千葉市中央区新浜町1	
TEL	043-262-4375

●�ガルバテックス株式会社
〒272-0011	千葉県市川市高谷新町3	
TEL	047-328-1171

●�川崎鋼管株式会社
〒259-1146	神奈川県伊勢原市鈴川25	
TEL	0463-94-3992

●�JFE継手株式会社
〒596-8585	大阪府岸和田市田治米町153-1	
TEL	072-445-0285

●�JFEチュービック株式会社
〒475-8611	愛知県半田市川崎町1-1	
TEL	0569-24-2920

●�JFEアドバンテック株式会社
〒663-8202	兵庫県西宮市高畑町3-48	
TEL	0798-66-1501

●�JFEシビル株式会社
〒111-0051	東京都台東区蔵前2-17-4	JFE蔵前ビル
TEL	03-3864-3670

●�JFEウエストテクノロジー株式会社
〒721-0931	広島県福山市鋼管町1	
TEL	084-941-1506

●�JFEシステムズ株式会社
〒130-0012	東京都墨田区太平4-1-3	オリナスタワー
TEL	03-5637-2100

●�JFEテクノワイヤ株式会社
	〒260-0826		千葉県千葉市中央区新浜町1	
	TEL	043-262-2164

●�リバースチール株式会社
	〒235-8505		神奈川県横浜市磯子区新磯子町1	
	TEL	045-757-6111

●�JFE鋼材株式会社
	〒104-0032		東京都中央区八丁堀4-10-4	
白銅第一ビル	
	TEL	03-3553-5111

●�JFE電磁鋼板株式会社
	〒530-0003		大阪府大阪市北区堂島1-6-20	
堂島アバンザ	
	TEL	06-6342-0630

●�大和鋼帯株式会社
	〒103-0004	
	東京都中央区東日本橋3-6-11	日本橋橘ビル	
	TEL	03-5640-6311

●�株式会社JFE設計
〒111-0051	東京都台東区蔵前2-17-4	JFE蔵前ビル
TEL	03-5835-3201

●�株式会社JFEウイング
〒210-0866	神奈川県川崎市川崎区水江町6-3	
TEL	044-270-3561

●�JFEケミカル株式会社
〒111-0051	東京都台東区蔵前2-17-4	JFE蔵前ビル
TEL	03-5820-6500

現行組織一覧

［JFE商事］

人事総務部
ISO環境監査部
財務経理部
営業会計部
審査部
法務部
監査部
経営企画部
IT企画部
関連事業部
海外事業部
技術総括部
不動産部
ロサンゼルス本店
ヒューストン支店
ニューヨーク支店
上海JFE商事会社
北京JFE商事会社
広州JFE商事会社
香港JFE商事会社

韓国JFE商事会社
台北支店
デュッセルドルフ支店
フィリピンJFE商事会社
ホーチミン駐在員事務所
インドJFE商事会社
マレーシアJFE商事会社
シンガポール支店
インドネシアJFE商事会社
ドバイ支店
鉄鋼総括部
自動車鋼材部
薄板部
厚板部
ステンレス・特殊鋼第一部
ステンレス・特殊鋼第二部
棒線・鉄粉部
名古屋自動車鋼材部
名古屋鋼材部
大阪厚板部
大阪薄板部
広島支店
九州支店
電機鋼材部
電機鋼材貿易部
薄板貿易部
厚板・エネルギー鋼材貿易部

ＪＦＥ商事薄板建材（株）
北海道支店
東北支店
新潟支店
静岡支店
北陸支店
岡山支店
四国支店

原材料・資機材総括部
プロジェクト開発部
金属部
鉱石・石炭部
船舶部
燃料部
オーストラリアJFE商事会社
ブラジルJFE商事会社
製鋼原料部
炭素部
化学品・産業資材部
資機材部
東日本資機材部
西日本資機材部

社長

鉄鋼部門

米国JFE商事会社

中国事業本部

タイJFE商事会社

東部鉄鋼本部

ステンレス・特殊鋼本部

中部鉄鋼本部

西部鉄鋼本部

電機鋼材本部

鉄鋼貿易本部

ＪＦＥ商事鉄鋼建材（株）

ＪＦＥ商事鋼管管材（株）

原材料・資機材部門

食品部門

第一原料本部

第二原料本部

資機材本部

監査役 監査役室

川商フーズ（株）
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［JFEスチール］
【国内】

【海外】

【海外】

グループ会社一覧

サービス

持分法

●�JFEライフ株式会社
〒111-0051	東京都台東区蔵前2-17-4	JFE蔵前ビル
TEL	03-3864-5200

●�JFE東日本ジーエス株式会社
〒210-0855	神奈川県川崎市川崎区南渡田町1-14
TEL	044-328-2781

●�JFE西日本ジーエス株式会社
〒721-0931	広島県福山市鋼管町1	
TEL	084-943-7358

●�品川リフラクトリーズ株式会社
〒100-0004	東京都千代田区大手町2-2-1	
新大手町ビル	
TEL	03-6265-1600

●�日本鋳造株式会社
〒210-9567	神奈川県川崎市川崎区白石町2-1	
TEL	044-322-3751

●�日本鋳鉄管株式会社
〒346-0193	埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼1	
TEL	0480-85-1101

●�ジェコス株式会社
〒103-0016	東京都中央区日本橋小網町6-7	
第2山万ビル	
TEL	03-3660-0777

●�JFEアップル東日本株式会社
〒210-0866	神奈川県川崎市川崎区水江町6-1	
TEL	044-287-3814

●�JFEアップル西日本株式会社
〒721-0927	広島県福山市大門町津之下1580-11
TEL	084-945-3311

●�株式会社エクサ
〒212-8555	神奈川県川崎市川崎区堀川町580
ソリッドスクエア東館	
TEL	044-540-2000

●�瀬戸内共同火力株式会社
〒721-0931	広島県福山市鋼管町1	
TEL	084-945-3705

●�株式会社JFEサンソセンター
〒721-0931	広島県福山市鋼管町1	
TEL	084-941-2342

●�水島エコワークス株式会社
〒712-8074	岡山県倉敷市水島川崎通1-14-5	
TEL	086-447-3255

●�千葉熱供給株式会社
〒260-0025	千葉県千葉市中央区問屋町1-35	
千葉ポートサイドタワー	
TEL	043-245-0481

【JFEスチールの連結子会社149社、持分法
		適用会社39社のうち、47社を掲載しています。】

主要出資・提携会社

現地法人

●�韓国
東国製鋼	
現代Hysco	
東部製鐡	
Union	Steel	
現代製鉄

●�中国
渤海能克鑚杆有限公司（BHNK）	
攀成伊紅石油鋼管有限責任公司（PYP）	
福建中日達金属有限公司	
福建統一馬口鉄有限公司	
海南海宇錫板工業有限公司	
広州JFE鋼板有限公司（GJSS）	
江蘇統一馬口鉄有限公司	
福建福欣特殊鋼有限公司

●�タイ
JFE	Steel	Galvanizing(Thailand)	Ltd.（JSG）	
Thai	Coated	Steel	Sheet	Co.,Ltd.（TCS）	
Thai	Cold	Rolled	Steel	Sheet	Public	Co.,Ltd.（TCR）	
Thai	Tinplate	Manufacturing	Co.,Ltd.（TTP）	
Sahaviriya	Steel	Industries	Public	Co.,Ltd.（SSI）

●�フィリピン
Philippine	Sinter	Corporation（PSC）

●�インドネシア
P.T.Sermani	Steel

●�中国
JFE	Engineering（Shanghai）	Co.,Ltd.	
JFE	Engineering（Beijing）	Co.,	Ltd.

●�フィリピン
JFE	Techno	Manila,Inc.

●�マレーシア
JFE	Engineering（M）Sdn.Bha.

●�シンガポール
JFE	Engineering（S）Pte.Ltd.

●�マレーシア
Perusahaan	Sadur	Timah	Malaysia	Bhd.
（PERSTIMA）
Mycron	Steel	Bhd.

●�台湾
統一実業

●�ベトナム
Maruichi	Sun	Steel	Joint	Stock	Company
（Maruichi	SUNSCO）	
J-Spiral	Steel	Pipe	Co.,Ltd.

●�インド
JSW	Steel	Limited

●�パキスタン
International	Steel	Ltd.（ISL）

●�カザフスタン
KSP	Steel	LLP

●�ドイツ
Georgsmarienhuette	GmbH（GMH）	
ThyssenKrupp	Steel	Europe	AG	
Rasselstein	GmbH

●�ギリシャ
Corinth	Pipeworks	S.A.

●�インドネシア
PT.JFE	Engineering	Indonesia

●�インド
JFE	Engineering	India	Private	Limited

●�オーストラリア
JFE	Engineering	Australia	Pty	Ltd

●�ドイツ
JFE	Engineering	Europe	GmbH

●�イタリア
JFE	Engineering	Italy	S.r.l.

●�アメリカ
JFE	Engineering	America	Inc.

［JFEエンジニアリング］
【国内】

●�あすか創健株式会社
ガス導管工事、設備工事�
〒100-0004	東京都千代田区大手町2-6-2	
日本ビル	
TEL	03-6214-1655

●�北日本機械株式会社
鋼製橋梁等の設計、製作�
〒028-4193	岩手県盛岡市玉山区渋民字狐沢	
70-1	
TEL	019-683-1111

●�JFEアーバンクリエイト株式会社
厚生施設の管理�
〒230-0044	横浜市鶴見区弁天町3-1	
TEL	045-505-8951

●�JFEアーバンリサイクル株式会社
家電リサイクル�
〒210-0866	川崎市川崎区水江町6-1	
TEL	044-270-5370

●�JFE環境株式会社
リサイクル�
〒230-0044	横浜市鶴見区弁天町3-1	
TEL	045-505-7949

●�JFE環境サービス株式会社
プラントオペレーション�
〒230-0044	横浜市鶴見区弁天町3	
TEL	045-502-2226

●�JFEキャリアナビ株式会社
キャリア開発�
〒230-0044	横浜市鶴見区弁天町2-4	
TEL	045-505-7449

●�JFEテクノス株式会社
産業機械・電機計装のメンテナンス�
〒230-0045	横浜市鶴見区末広町2-1	
TEL	045-505-7370

●�JFEビジネスサポート横浜株式会社
オフィスサービス�
〒230-0045	横浜市鶴見区末広町2-1	
TEL	045-505-8942

●�JFEレールリンク株式会社
レール溶接�
〒230-0044	横浜市鶴見区弁天町3-1	
TEL	045-505-8711

●�ジャパントンネルシステムズ株式会社
シールド掘進機その他の設計、販売�
〒230-0046	横浜市鶴見区小野町61-1	
TEL	045-521-8203

●�ジャパン・パイプライン・エンジニアリング株式会社
パイプラインおよびプラント配管工事�
〒230-0044	横浜市鶴見区弁天町3-1	
TEL	045-505-7958

●�ジャパン・リサイクル株式会社
廃棄物リサイクル�
〒260-0835	千葉市中央区川崎町1	
TEL	043-262-4716

●�スチールプランテック株式会社
製鉄プラント建設�
〒221-0056	横浜市神奈川区金港町3-1	
コンカード横浜	
TEL	045-440-5900

●�東北ドック鉄工株式会社
船舶修繕、鋼構造物製作�
〒985-0003	宮城県塩釜市北浜4-14-1	
TEL	022-364-2111

●�株式会社日本リサイクルマネジメント
ごみ受託処理、メンテナンス�
〒230-0044	横浜市鶴見区弁天町3-1	
TEL	045-511-2951

●�福山リサイクル発電株式会社
一般廃棄物処理委託・電力�
〒721-0956	広島県福山市箕沖町107-8	
TEL	084-920-2480

●�富士化工株式会社
樹脂管製造�
〒416-8655	静岡県富士市前田90	
TEL	0545-61-1370

●�株式会社三重データクラフト
データ処理�
〒514-0301	三重県津市雲出鋼管町1	
TEL	059-246-3700

●�米国
AK	Steel	Corporation	
California	Steel	Industries,Inc.（CSI）	
Benoit	Holding	Company

●�コロンビア
Hojalata	Y	Laminados	S.A.（HOLASA）

●�ブラジル
Minas	da	Serra	Geral	S.A.（MSG）	
Nova	Era	Silicon	S.A.	
Companhia	Brasileira	de	Metalurgia	e	
Mineração（CBMN）	
Nacional	Minérios	S.A.（NAMISA）

●�豪州
Byerwen	Coal	Pty.Ltd.
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［JFE商事］
【国内】

［JFE商事］
【海外】

グループ会社一覧

鉄鋼

【厚鋼板加工】
●�大阪スチール株式会社

〒614-8105 京都府八幡市川口擬宝珠6-5 
TEL 075-981-5203

●�北関東スチール株式会社
〒316-0023 茨城県日立市東大沼町1-3-50 
TEL 0294-36-0885

●�JFE商事茨城テック株式会社�
〒317-0052 茨城県日立市東滑川町4-12-2 
TEL 0294-43-1081

●�JFE商事造船加工株式会社
〒722-0073 広島県尾道市向島町111番地 
TEL 0848-20-6011

●�栃木シャーリング株式会社
〒321-4508 栃木県真岡市大和田1-22 
TEL 0285-73-1101

●�北陸スチール株式会社�
〒929-0125 石川県能美市道林町へ106-20 
TEL 0761-55-1383

【薄鋼板加工】
●�株式会社九州テック

〒869-0111 熊本県玉名郡長洲町大字名石浜13 
TEL 0968-78-3717

●�JFE商事コイルセンター株式会社�
〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町7 
TEL 045-771-1429

●�JFE商事甲南スチールセンター株式会社�
〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町43-1 
TEL 078-453-6181

●�大清興業株式会社�
〒433-8117 静岡県浜松市中区高丘東2-12-3 
TEL 053-436-1815

●�内外スチール株式会社�
〒712-8073 岡山県倉敷市水島西通1-1950 
TEL 086-448-3688

●�新潟スチール株式会社�
〒959-1151 新潟県三条市猪子場新田1421 
TEL 0256-45-6666

●�水島鋼板工業株式会社�
〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1-4 
TEL 086-447-4737

●�水島メタルプロダクツ株式会社�
〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1-4 
水島鋼板工業内 
TEL 086-440-6322

【ブリキ加工／製缶】
●�JFE商事大阪ブリキセンター株式会社�

〒574-0064 大阪府大東市御領3-7-3 
TEL 072-870-9731

●�長野製罐株式会社�
〒382-0001 長野県須坂市小河原松川4057-1 
松川工業団地 
TEL 026-245-1502

【特殊鋼・ステンレス流通】
●�JFE商事線材販売株式会社�

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-6200

●�東洋金属株式会社�
〒372-0022 群馬県伊勢崎市日乃出町712-9 
TEL 0270-26-9035

●�阪和工材株式会社�
〒532-0034 大阪府大阪市淀川区野中北1-4-15
TEL 06-6392-3031

【建材系流通】
●�JFE商事鉄鋼建材株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-6080

●�株式会社トーセン�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-1071

●�新日本工業株式会社
〒969-4401 福島県耶麻郡西会津町登世島 
字上の台乙2763-9 
TEL 0241-45-3040

●�JFE商事薄板建材株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-6150

●�JFE商事住宅資材株式会社�
〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り2-3-3 
TEL 047-390-5161

【鋼管系加工・流通】
●�ケー・アンド・アイ特殊管販売株式会社�

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-3279-8751

●�JFE商事鋼管管材株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-6020

●�愛知管材工業株式会社�
〒475-0832 愛知県半田市川崎町3-1 
JFEスチール知多製造所内 
TEL 0569-24-2870

●�星金属株式会社�
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 
堂島アバンザ 
TEL 06-6348-2501

【厚鋼板流通／床工事】
●�門田鋼材株式会社�

〒794-0033 愛媛県今治市東門町4-3-52 
TEL 0898-22-1917

テールアルメ

●�JFE商事テールワン株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-6270

食品

●�川商フーズ株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-1001

エレクトロニクス

●�JFE商事エレクトロニクス株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-5630

原材料・資機材ほか

●�JFE商事サービス株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-5350

●�JFE商事資機材販売株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-6230

●�JFE商事石油販売株式会社�
〒712-8073 岡山県倉敷市水島西通1-1938-1 
TEL 086-444-1193

●�JFE商事ビジネスサポート株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-5262

●�JFE商事マテック株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-6280

鉄鋼 食品 エレクトロニクス

●�中国
正廣達有限公司  
東莞川電鋼板製品有限公司  
広州川電鋼板製品有限公司  
浙江川電鋼板加工有限公司 
江蘇川電鋼板加工有限公司  
青島川電鋼板加工有限公司  
上海華倉金属製品有限公司 

●�台湾
國級實業股份有限公司 

●�フィリピン
JFE SHOJI STEEL PHILIPPINES, INC. 

●�タイ
CENTRAL METALS（THAILAND）LTD.  
STEEL ALLIANCE SERVICE CENTER CO.,LTD.  
NEW BANGPOO MANUFACTURING CO.,LTD. 

●�ベトナム
JFE SHOJI STEEL VIETNAM CO.,LTD. 

●�マレーシア
JFE SHOJI STEEL MALAYSIA SDN. BHD. 

●�シンガポール
KAWARIN ENTERPRISE PTE. LTD. 

●�インドネシア
P.T. JFE SHOJI STEEL INDONESIA 

●�インド
JFE SHOJI STEEL INDIA PRIVATE LIMITED 

●�スリランカ
COLOMBO POWER (PRIVATE) LTD. 

●�アメリカ
VEST INC.  
JFE SHOJI STEEL AMERICA INC. 

●�メキシコ
JFE SHOJI STEEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

●�中国
大連川商フーズ社

●�タイ
タイ川商フーズ社

●�UAE
中東川商フーズ社

●�中国
杰富意商事電子（上海）有限公司 
傑富意商事電子香港有限公司

●�タイ
JFE Shoji Electronics（Thailand）Limited

●�マレーシア
JFE Shoji Electronics Malaysia Sdn. Bhd.
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