
世界に拡がるネットワーク

JFE商事グループ 鉄鋼事業サプライチェーン

AUSTRALIA
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インテグラ炭鉱 オークブリッジ

世界的な鉄鋼業の発展とともに、原料需要
が増大するなか、競争力のある資源の確保お
よびJFEグループ各社への安定供給のため、
原料の輸入拡大を推進、資源開発プロジェク
トにも積極的に参画しています。

特に、豪州においては、石炭開発プロジェク
トへの投資を通じて権益を取得、JFEスチール
向けの安定供給に加え、電力会社などへの燃
料用一般炭の販売にも注力しています。

世界15カ所において、鋼材加工センターを
展開しています。最近では、プレス加工などの
二次加工分野も手掛けることで高付加価値化
するお客様のニーズに対応しています。

また、成長の著しい自動車鋼板の加工もタ
イ・中国などの鋼材加工センターにおいて対
応しています。

■ JFE商事
● 川商フーズ
▲ JFE商事エレクトロニクス
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ソウル

釜山
台北

高雄
マニラ

ホーチミン
ジョホールバル

ニューヨーク

ヒューストン

ビトリア

ジャカルタ
スラバヤ

ブリスベーン
シドニー

北京

イスタンブール
ドバイ

ムンバイ

グルガオン

アクラ

青島
上海
寧波

東莞
広州
香港

ロサンゼルス
ハノイ

ヤンゴン
バンコク
ペナン

クアラルンプール
シンガポール

パース

■

■

■●

●▲

■▲

■▲
●

■

■

■

ゴア
チェンナイ

■■

●

●
▲

▲

■

■
■▲

■■

■▲
■

サンパウロ

■■
■●▲■●▲

■●

■▲
■

■

■●
■●

■●

■●■●

■
■

JFEグループにおいて、先駆けとしてマーケットを切り拓き、
新たな価値創造に向け、商社機能を最大限に発揮していきます。

　JFE商事は、鉄鋼製品の取扱いを中心に、鉄鋼原料・資機材などの国内取引、
輸出入、三国間取引を行ない、食品・エレクトロニクス事業も展開しています。重
要なビジネス基盤である国内市場では、当社の強みを活かしながら、最適な販
売体制を築いております。海外では、アジアを中心に拠点を広げ、中近東・アフリ
カなどの有望な市場の開拓も進めています。また、JFEグループ各社向けに、安
定的に原料を供給するため、資源開発プロジェクトにも積極的に参画しています。
　当社はこのような商社機能を活かし、JFEグループの中核商社として果敢に
挑戦してまいります。

国内外における競争力向上に向け、技術サービスも含めた原料調達から、お客様ニーズを捉えた製品の
加工までを実施し、JFEグループの鉄鋼サプライチェーンの一翼を担っています。
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鉄鋼販売・加工・流通

TODAY 2013

代表取締役社長（CEO） 矢島 勉

JFEグループの中核商社として世界18カ国に51カ
所の拠点をJFE商事グループとして有しています。
2013年には、成長が著しく、今後は鉄鋼製品のみな

らず鉄鋼原料・資機材の取引も期待できるミャンマー
およびトルコに拠点を設立し、JFEグループにおける
先駆けとして、新規市場の開拓を推進しています。

発電所などの変圧器内部に使用される
斜角コア

中国・浙江川電のスリッターライン
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2012年4月 5月 6月 7月 8月 9月

◦�J F E商事とJFE商事
ホールディングスが
合併
◦�JFE商事鋼管管材より、
駐在員を上海に初め
て派遣
◦�電機鋼材貿易室が富
士ゼロックスよりプレ
ミアパートナーに認定

◦�JFEホールディングスによ
る株式交換を通じての
JFE商事の完全子会社化
に関する株式交換契約
締結
◦�JFE商事スチールメキシ
コが、IEEEによる変圧器
業界の展示会に出展
◦�マルチスズキよりSPECIAL�
SUPPORT�AWARDを受賞
◦�JFE商事鉄鋼建材が、日
本建築学会賞を受賞

◦�米国の有力鉄スク
ラップ業者アドバン
スド・スチール・リカ
バリーの株式8%を
取得
◦��JFE商事エレクトロ
ニクスが、NEPCON�
West�CHINA�2012
に出展

◦��川商フーズが、特別
養護老人ホームに
ノザキのコンビーフ
などを贈呈

◦�震災復興工法に関
するセミナーでテー
ルアルメ工法の技
術を紹介

◦�名古屋支社、九州支店
が第25回日経ニュー
オフィス賞で奨励賞を
受賞
◦�豪州�ソノマ炭鉱プロ
ジェクトの権益買い増
しを発表
◦�JFE商事鋼管管材によ
る星金属の子会社化
について発表

10月 11月 12月 2013年1月 2月 3月

◦�JFEグループの組織再
編により、JFEホール
ディングスの完全子
会社化
◦�ガーナの小学校で行
われた寄贈式に出席
◦�育児休業者を対象に
Jママミーティングを
開催

◦�東京本社が大手町
フィナンシャルシティ　
ノースタワーに移転
◦�ボジョレ・ヌーボー解
禁販売
◦�J-SLIM活動発表会を
開催

◦�O M � M a t e r i a l s
（Singapore）Pte�Ltd�
社とフェロシリコンプ
ラント建設プロジェク
ト参画に向けた融資
契約を締結
◦�JFE商事鉄鋼建材と
JFE商事建材販売の
統合を発表
◦�JFE商事薄板建材と
JFE西部薄板建材の
統合を発表

◦�ヤンゴン支店を開設 ◦�JFE商事ビルへJFE商
事グループ各社の移
転完了

◦�JFE�SHOJI�STEEL�INDIA�
PRIVATE�LIMITED稼動
◦�イスタンブール支店
開設を発表

東京本社移転
2012年11月、JFE商事ビルから、
大手町1丁目に新設された大手
町フィナンシャルシティ・ノースタ
ワーに移転しました。一体化・見
える化・共有化をコンセプトに機
能的なオフィスとなりました。

米国の有力鉄スクラップ業者
アドバンスド・スチール・リカ
バリーの株式8%を取得
米国における鉄スクラップ仕入ソー
スを拡充し、特にアジアで拡大する
鉄スクラップ需要を三国間取引を通
じて捕捉する体制を構築しました。

JFE商事グループ各社の
移転完了
2012年11月に本社移転から始まっ
た総合移転が2013年2月に完了し
ました。JFE商事ビルにグループ各
社が集結することにより、JFE商事
グループの総合力をさらに発揮して
いきます。

ガーナの小学校で行なわれた
寄贈式に出席
60年にわたり輸出用缶詰GEISHA
ブランドを販売する西アフリカ地域。
そのひとつのガーナの小学校へJFE
商事・川商フーズ協賛で机、椅子な
どを送る寄贈式典を実施、現地の子

どもに大いに喜ばれ
ました。今後も西ア
フリカの発展に寄与
していきたいと考え
ています。

震災復興工法に関する
セミナーで技術を紹介
JFEスチール主催の震災復興セミ
ナーに参加し、震災後にテールアル
メの実績調査を行ない高い耐震性
が確認されたことなどを説明しまし
た。JFEグループとして発行した震
災復興パンフレットにおいてもテー
ルアルメ工法を紹介しています。

豪州ソノマ炭鉱プロジェクト
の権益買い増しを発表
豪州ソノマ炭鉱プロジェクトの権益
を買い増し、出資比率は9.5％とな
りました。この出資により、JFEグ
ループの自社原料比率アップを促進
していきます。

JFE SHOJI STEEL INDIA
PRIVATE LIMITED稼動
インドのムンバイ近郊ランジャンガオン
に設立したコイルセンターが2013年3
月に稼動しました。これによりJFE商事
としては海外で15カ所のコイルセン
ターを展開することになります。

マルチスズキよりSPECIAL SUPPORT AWARDを受賞
震災発生後の材料納入フォローなどの協力に対し受賞しました。同社からの受
賞は4年連続となり今後も関係強化に努めさらなる成長を目指します。

NEPCON West CHINA
2012に出展
JFE商事電子（上海）有限公司の成
都事務所開設に伴いJFE商事エレ
クトロニクスが出展しました。同社
の取扱商品を大々的に宣伝する絶
好の機会となりました。

J-SLIM活動発表会を開催
業務を効率化し、より生産性のある
仕事をすることを目的に業務改革プ
ロジェクト「J-SLIM活動」を当社グ
ループ全体で推進しています。

Highlights 2012
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