
大型高炉を中心とした2つの大規模製鉄所

次の10年を見すえた技術開発に注力するとともに、
世界有数のグローバル鉄鋼サプライヤーとしての
地位を確立していきます。

JFEスチールは、世界トップクラスの生産規模と高い技術開発力を有し、
増大する高級鋼の需要に応えてきました。今後も次代を担う独自性や機能
性の高い商品の開発を積極的に推進し、国内のお客様に安定的にお届けし
ていくとともに、海外メーカーとの提携などにより高級鋼の製造・販売ネッ
トワークの構築を進め、世界各地へ優れた製品を提供していきます。また、
地球環境問題など社会のさまざまなニーズにお応えするべく、挑戦し続けて
まいります。

TODAY 2013

お客様満足度の徹底追求による
JFEブランドの確立
お客様に選ばれる「JFEブランド」の確

立に向けて、商談・商品設計から製造・
デリバリー・品質保証までの一貫した
サービス・サポート体制の強化に取り組
み、お客様満足度の徹底追求を図ってい
ます。

代表取締役社長（CEO） 林田 英治

広州JFE鋼板コイルヤード

広州JFE鋼板

東日本製鉄所の千葉地区は、戦後、わ
が国で初めて建設された銑鋼一貫の臨
海製鉄所です。また、京浜地区は、川
崎・横浜両市にまたがる東京湾に浮かぶ
約550万㎡に及ぶ人工島、扇島に立地し
ています。西日本製鉄所の福山地区・倉
敷地区は、深い港湾があるなど優れた立
地条件にあり、敷地面積は両地区で東京
ドームの約540倍に相当します。

また、両製鉄所とも世界最大級の大型
高炉を持ち、粗鋼生産能力3,300万トン
の生産体制を構築しています。知多製造
所は、中京工業地帯に立地し、油井管や
ラインパイプをはじめ、各種鋼管の品揃
えが世界一の鋼管専門工場です。

東日本製鉄所

西日本製鉄所

福山地区

倉敷地区

千葉地区

京浜地区

JFEスチール�製造拠点

東日本製鉄所（千葉地区）第3熱間圧延ライン

知多製造所

知多製造所
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新興国をはじめとする世界的な鉄鋼需要の拡大
に伴い、高炉メーカーにとっては原料炭や鉄鉱石な
どの安定調達が重要な課題となっています。こうし
たなか、JFEスチールは、原料炭について2009年
12月にオーストラリアの資源会社Qコールのバイヤ
ウェン炭鉱の権益を取得しました。鉄鉱石について
も2008年12月にブラジルの鉄鉱石生産・販売会
社NAMISAの権益を取得し、2011年6月には出資

原料の自社権益比率の向上と
新技術の開発

伸びゆく世界市場へ着実にアクセス
ため、50%出資する広州JFE鋼板に冷間圧延ライ
ン、溶融亜鉛鍍金ラインを設置しています。また、
タイでは、当社が100%出資するJFEスチール ガル
バナイジング（タイランド）にて溶融亜鉛鍍金ライン
が稼動しました。さらにインドでは、同国最大の民
間鉄鋼会社であるJSWスチールに資本参加し、自
動車用鋼板や無方向性電磁鋼板の製造技術を供与
するなど、新興成長市場であるインドに本格進出し
ています。加えて、ベトナムでは、高炉一貫製鉄所
プロジェクトの事業性検証を行なっています。

米国
● CSI
● AK Steel
● Benoit

コロンビア
● HOLASA

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

カザフスタン
● KSPスチール

台湾
● 統一実業

ベトナム
● J-Spiral Steel Pipe
● Maruichi SUNSCO
インドネシア
● 

● 

JSGI
Sermani Steel

マレーシア
● PERSTIMA
● Mycron Steel

中国
広州JFE鋼板● 

● 渤海能克鑚杆
● PYP
● 福建中日達金属
● 海南海宇錫板工業
● 福建福欣特殊鋼

インド
● JSW Steel

パキスタン
● International Steels

タイ

● TCS
● JSGT

● TCR
●

● 

TTP
SSI

ドイツ
● ThyssenKrupp Steel Europe
● Georgsmarienhuette
● Rasselstein

ギリシャ
● Corinth Pipeworks

主要なアライアンス先とグローバル鋼材を販売

調達

石炭 コークス炉

高炉 銑鉄 転炉

鋼片 鋼材 出荷

スラブ

熱間圧延機

厚板圧延機

継目無鋼管製造設備

線材圧延機

ブルーム

ビレット

加熱炉

いろいろな圧延設備

連続鋳造設備

焼結設備鉄鉱石
石灰石

鋼

JFEスチールの生産プロセス

世界の鉄鋼マーケットは今後も拡大が見込まれて
います。これら増大する需要に対応するため、JFE
スチールでは輸出拡大に加え、さまざまな施策を実
施しています。例えば、成長市場である中国、イン
ド、東南アジア地域では、各国のアライアンス先と
の垂直分業体制を構築するなど高級鋼の製造・販
売ネットワークを確立しています。

中国では、自動車用鋼板の供給体制を整備する

比率を引き上げました。これら資源権益の取得によ
り、自社権益比率は鉄鉱石・原料炭いずれも2割弱
となっています。JFEスチールは、今後も競争力の
ある原料の権益確保を推進し、鉄鉱石・原料炭の
自社権益比率を30%まで引き上げることを目指し
ています。また、2013年3月に実高炉での使用試
験を行なった革新的高炉原料「フェロコークス」をは
じめ、新技術の開発・活用による、安価で低品質
な原料の一層の使用拡大に積極的に取り組んでい
きます。

京浜地区原料ヤードより富士山を望む
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2012年4月 5月 6月 7月 8月 10月

◦�中国・広州JFE鋼板に
て第2溶融亜鉛鍍金
ラインが稼動
◦�排熱を利用した熱電
発電技術の研究開発
を開始

◦�西日本製鉄所（福山
地区）が累計出銑量4
億トンを達成
◦�東日本製鉄所（京浜
地区）、西日本製鉄所
（福山地区）でまつり
を開催

◦�東日本製鉄所（京浜地
区）が開設100年
◦�第19回J1活動JFEス
チールファミリー大
会開催

◦�米国・CSIで電縫管製
造設備の新設を決定
◦�東日本・西日本硬式
野球部が都市対抗野
球本大会出場

◦�インド・JSWスチール
と自動車用鋼板の製
造技術供与について
合意

◦�全社防災訓練を実施
◦�使用済みプラスチッ
ク微粉化技術「APR」
が日経地球環境技術
賞�優秀賞を受賞
◦�米国にて油井管加工
事業の買収を決定

11月 12月 2013年1月 2月 3月

◦�東日本製鉄所（千葉
地区）でまつりを開催
◦�タイ・サハビリヤ
スチール、伊藤忠
丸紅鉄鋼と協力関
係の強化について
合意

◦�西日本製鉄所（倉敷
地区）、知多製造所で
まつりを開催
◦�第20回J1活 動JFEス
チールファミリー大会
開催
◦�東日本・西日本硬式
野球部が日本選手権
出場

◦�第66回福岡国際マラ
ソンでジョセフ・ギタ
ウ選手が優勝
◦�インド・JSWスチール
と無方向性電磁鋼板
の製造技術供与につ
いて合意
◦�中国のステンレス箔
加工合弁会社が開業
式典を開催

◦�中国・福建福欣特殊
鋼有限公司へのステ
ンレス鋼板の製造技
術供与について合意

◦�カザフスタン・KSP
スチール、伊藤忠丸
紅鉄鋼と協力関係の
強化について合意
◦�ノルウェー海天然ガ
ス田開発プロジェクト
向けラインパイプ32.5
万トンを大量受注

◦�横浜・八景島シーパラ
ダイスの新施設「うみ
ファーム」に鉄鋼スラグ
製品が採用
◦������「建築物の耐震安全性
を実現するデザイン
性に優れた鋼管ブ
レース」で市村産業賞
貢献賞を受賞
◦�山口県岩国市沿岸で
の藻場生育基盤造成
に鉄鋼スラグを活用

タイ鉄鋼市場での協力関係強化
タイ・サハビリヤスチールおよび伊藤忠
丸紅鉄鋼との間で、タイ鉄鋼市場にお
ける協力関係の強化について合意しま
した。サハビリヤスチールに出資し、ま
た同社との合弁会社における当社の出
資比率を引き上げ、技術支援を行ない
ます。

八景島シーパラダイスの
新施設に鉄鋼スラグ製品採用
鉄鋼スラグを固化して製造する「マ
リンブロック」などが、2013年3
月に開業した横浜・八景島シーパラ
ダイスの新施設「自然の海の水族
館　うみファーム」に採用されまし
た。自然の海の環境形成に役立っ
ています。

インド・JSWスチールに製造技術を供与
自動車メーカーの高度化・多様化する現地調達要請に応
えるため、JSWスチールに対し、自動車用鋼板の製造技
術を供与する契約を締結しました。また、家電・産業用
モーター分野で使用される無方向性電磁鋼板の製造技
術供与についても合意しました。

広州JFE鋼板2基目の
溶融亜鉛鍍金ライン稼動
高級鋼の需要増加に応えるべく、2012
年3月、2基目の溶融亜鉛鍍金ラインを
稼動させました。これにより、冷間圧延、
連続焼鈍ラインと2基の溶融亜鉛鍍金
ラインを備えた生産体制が整いました。

野球部・競走部が大活躍
東西野球部が都市対抗野球、
日本選手権両大会にそろって
出場しました。都市対抗野球で
は、両チームの延べ6試合に5
万5千人の大応援団が駆けつけ、地域の皆様と一体と
なった応援をくり広げました。東日本野球部はベスト4の
好成績を収めました。
また、競走部はニューイヤー駅伝に37年連続出場を果た
し、第66回福岡国際マラソンではジョセフ・ギタウ選手
が優勝しました。

第45回市村産業賞貢献賞を受賞
JFEシビルと共同開発した「建築物の耐震安全性を実現
するデザイン性に優れた鋼管ブレース」が、市村産業賞
貢献賞を受賞しました。この賞は、優れた国産技術の開
発による産業分野の発展への貢献・功績を表彰するもの
で、当社は2年連続の受賞となりました。

北欧天然ガス田開発プロジェクト向け
ラインパイプ大量受注
ノルウェーの石油会社であるSTATOIL向けに、ラインパ
イプ用UOE鋼管（溶接管）32.5万トンを受注しました。
2016年輸送開始予定の、全長約482kmの海底パイプ
ラインに使用されます。

Highlights 2012

「マリンブロック®」に住みついたアナゴ

「鋼管ブレース」採用事例（静岡県）

「マリンブロック®」
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