
一般社団法人日本鉄源協会 会員名簿

会社名 〒 住 所 TEL 会員種別 備考

一般社団法人日本鉄鋼連盟 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10   鉄鋼会館 03-3669-4811 特別 需要･団体

愛知製鋼株式会社 476-8666 愛知県東海市荒尾町ワノ割１番地 052-604-1111 特別 需要

朝日工業株式会社 170-0013 豊島区東池袋3-23-5  Daiwa東池袋ﾋﾞﾙ 03-3987-2165 特別 需要

株式会社伊藤製鐵所 101-0052 千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビル5F 03-5829-4630 特別 需要

WINOA IKK JAPAN株式会社 476-0001 愛知県東海市南柴田町ヌノ割412-4 052-604-1215 特別 需要

王子製鉄株式会社 103-0027 東京都中央区日本橋3-2-5  毎日日本橋ﾋﾞﾙ8階 03-5201-7711 特別 需要

大阪製鐵株式会社 541-0045 大阪市中央区道修町3-6-1  京阪神不動産御堂筋ﾋﾞﾙ11階 06-6204-0300 特別 需要

関東スチール株式会社 300-4111 茨城県土浦市大畑580 029-862-5111 普通 需要

岸和田製鋼株式会社 596-0013 大阪府岸和田市臨海町20 072-438-0015 特別 需要

九州製鋼株式会社 811-2501 福岡県粕屋郡久山町大字久原字原2920 092-976-1677 特別 需要

共英製鋼株式会社 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-16  ｱｸｱ堂島西館 06-6346-5221 特別 需要

合同製鐵株式会社 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2-2-8  東洋紡ﾋﾞﾙ8階 06-6343-7600 特別 需要

株式会社神戸製鋼所 651-8585 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 078-261-5111 特別 需要

三興製鋼株式会社 254-0801 神奈川県平塚市久領堤2-19 0463-22-1750 特別 需要

山陽特殊製鋼株式会社 672-8677 兵庫県姫路市飾磨区中島3007番地 079-235-6111 特別 需要

ＪＦＥ条鋼株式会社 105-0004 東京都港区新橋5-11-3  新橋住友ﾋﾞﾙ5階 03-5777-3811 特別 需要

ＪＦＥスチール株式会社 100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3  日比谷国際ﾋﾞﾙ 03-3597-3111 特別 需要

清水鋼鐵株式会社 279-0024 千葉県浦安市港54番地 047-351-2112 特別 需要

株式会社城南製鋼所 332-0004 埼玉県川口市領家5-13-35 048-223-3116 特別 需要

新関西製鐡株式会社 590-0981 大阪府堺市堺区塩浜町5 072-238-5561 特別 需要

大同特殊鋼株式会社 461-8581 愛知県名古屋市東区東桜1-1-10  ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ名古屋ﾋﾞﾙ 052-963-7501 特別 需要
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拓南製鐵株式会社 900-0025 沖縄県那覇市壺川3-2-4拓南本社 098-832-0588 普通 需要

中部鋼鈑株式会社 454-8506 愛知県名古屋市中川区小碓通5-1 052-661-3811 特別 需要

千代田鋼鉄工業株式会社 120-0005 東京都足立区綾瀬6-10-6 03-3605-2191 特別 需要

東海特殊鋼株式会社 476-0015 愛知県東海市東海町5-3 052-603-7024 特別 需要

東京鋼鐵株式会社 103-0028 東京都中央区八重洲1-8-17  新槇町ﾋﾞﾙ5階 03-3548-0880 特別 需要

東京鐵鋼株式会社 102-0071 東京都千代田区富士見2-7-2 ｽﾃｰｼﾞﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-5276-9700 特別 需要

株式会社トーカイ 808-0022 北九州市若松区安瀬1番地 093-752-1611 普通 需要

トピー工業株式会社 141-8634 東京都品川区大崎1-2-2  ｱｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ大崎ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ 03-3493-0777 特別 需要

中山鋼業株式会社 555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-2-133 06-6471-5881 特別 需要

日本高周波鋼業株式会社 101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5  ＴＭＭﾋﾞﾙ 8階 03-5687-6023 特別 需要

株式会社日本製鋼所 141-0032 東京都品川区大崎1-1-1 ゲートシティ大崎 ウェストタワー 03-5745-2001 特別 需要

日本製鉄株式会社 100-8071 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-6867-4111 特別 需要

日本冶金工業株式会社 104-8365 東京都中央区京橋1-5-8  三栄ﾋﾞﾙ 03-3272-1511 特別 需要

株式会社プロテリアル 135-0061 東京都江東区豊洲5-6-36　豊洲プライムスクエア 050-3664-9524 特別 需要

北越メタル株式会社 940-0028 新潟県長岡市蔵王3-3-1 0258-24-5111 普通 需要

三菱製鋼株式会社 104-8550 東京都中央区晴海3-2-22  晴海ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 03-3536-3111 特別 需要

三星金属工業株式会社 959-1286 新潟県燕市小関736 0256-63-4101 普通 需要

株式会社向山工場 332-0016 埼玉県川口市幸町3-9-1  Ｍﾋﾞﾙ 048-255-8020 特別 需要

山口鋼業株式会社 500-8364 岐阜県岐阜市本荘仲の町5-8 058-271-0111 特別 需要

ヤマトスチール株式会社 671-1133 兵庫県姫路市大津区吉美380 079-273-1010 特別 需要
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日本再生資源事業協同組合連合会 101-0061 東京都千代田区三崎町2-21-1  東京資源会館5階 03-3263-9101 特別 供給･団体

一般社団法人日本鉄リサイクル工業会 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10   鉄鋼会館 03-5695-1541 特別 供給･団体

アライ・リステム株式会社 250-0004 神奈川県小田原市浜町4-28-10 0465-21-2500 普通 供給

石川鋼業株式会社 270-0237 千葉県野田市中里字香取原3469-2 0471-29-0770 普通 供給

株式会社今弘商店 025-0086 岩手県花巻市鍛治町12-16 0198-24-5279 普通 供給

大阪故鉄株式会社 559-0026 大阪府大阪市住之江区平林北1-2-22 06-6681-5761 普通 供給

影島興産株式会社 221-0024 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町7-6 045-461-5656 普通 供給

京阪メタル株式会社 601-8114 京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町13 075-681-5548 普通 供給

産業振興株式会社 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-9-2　ＢＩＺＣＯＲＥ神保町5階 03-5259-6801 普通 供給

株式会社ｼﾏﾌﾞﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町4-2-7 078-871-5181 普通 供給

株式会社鈴木商会 060-0004 北海道札幌市中央区北四条西4-1  伊藤・加藤ﾋﾞﾙ6F 011-280-1281 普通 供給

大成金属株式会社 457-0843 愛知県名古屋市南区忠次1-8-15 052-691-2956 普通 供給

中辻産業株式会社 590-0071 大阪府堺市北向陽町1-2-28 072-228-1777 普通 供給

西川商工株式会社 590-0006 大阪府堺市錦綾町1-5-13 072-238-1621 普通 供給

株式会社NEWSCON 104-0031 中央区京橋2-5-15　京橋RKビル8階 03-3528-6223 普通 供給

野原株式会社 424-0065 静岡県静岡市清水区長崎107-3 0543-45-2351 普通 供給

株式会社日下野商店 329-4213 栃木県足利市寺岡町1096 0284-91-0111 普通 供給

平林金属株式会社 700-0973 岡山県岡山市下中野347-104 086-241-6943 普通 供給

福岡金属興業株式会社 822-0011 福岡県直方市大字中泉885-19 0949-25-1800 普通 供給

扶和メタル株式会社 542-0074 大阪府大阪市中央区千日前1-4-4 06-6213-6581 普通 供給

丸和商事株式会社 230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡町2-12-26 045-573-6449 普通 供給

株式会社山内商店 420-0812 静岡県静岡市葵区古庄1-7-39 054-261-5155 普通 供給

株式会社ヤマシタ 144-0032 東京都大田区北糀谷2-6-8 03-3744-0787 普通 供給

株式会社やまたけ 123-0841 東京都足立区西新井5-35-13 03-3899-3737 普通 供給

株式会社YAMANAKA 212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-3-1 044-522-1161 普通 供給

株式会社リーテム 101-0021 東京都千代田区外神田3-6-10 03-3258-8585 普通 供給

リバー株式会社 130-0021 東京都墨田区緑1-4-17 03-6365-1200 普通 供給
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伊藤忠メタルズ株式会社 107-8573 東京都港区北青山2-5-1  伊藤忠ビル 03-3497-8473 普通 商社

岡谷鋼機株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1  丸の内中央ﾋﾞﾙ14階 03-3215-3765 普通 商社

兼松トレーディング株式会社 103-0016 東京都中央区日本橋小網町19-5　akebono日本橋ﾋﾞﾙ6階 03-5860-2200 普通 商社

ＪＦＥ商事株式会社 100-8070 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 03-5203-5053 普通 商社

トピー実業株式会社 141-8667 東京都品川区大崎1-2-2  ｱｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ大崎ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ 03-3495-7394 普通 商社

豊通マテリアル株式会社 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-27 シンフォニー豊田ビル14階 052-558-4400 普通 商社

日鉄物産株式会社 103-6025 東京都中央区日本橋2-7-1  東京日本橋タワー23-26F 03-5412-5001 普通 商社

阪和興業株式会社 104-8429 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア 03-3544-2171 普通 商社

丸紅テツゲン株式会社 162-0824 東京都新宿区揚場町1-21  飯田升本ﾋﾞﾙ6F 03-3513-1221 普通 商社

三井物産株式会社 100-8631 東京都千代田区大手町1-2-1 03-3285-1111 普通 商社

株式会社メタルワン 100-7032 東京都千代田区丸の内2-7-2  JPﾀﾜｰ 03-6777-2000 普通 商社

需要 41

供給 27

商社 11

合計 79

正会員数79

特別会員 38

普通会員 41

 合 計 79


