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私たちは誠実をモットーに、新しい価値の創造を通じて、 

豊かな社会づくりと、みんなの幸せをめざします 。

1. 神戸製鋼グループの中核商社となり、共に明日を拓こう 

2. 社会のニーズを読み取り、柔軟な発想で、全ゆる可能性にチャレンジしよう 

3. 的確な判断と敏速な行動で、お客さまの満足を得よう 

4. 社会倫理を守り、公正な活動と適正な利益の追求をめざそう 

5. 個性と能力を発揮し、社業の発展と家族の幸福を築こう

グローバル化の進行やユーザーニーズの多様化により、

目まぐるしく変化するビジネス環境。

どのようにして製品とお客様を繋ぎ、

ビジネスを実現していくか。

いかにして技術と社会を繋ぎ、新しい価値を描いていくか。

私たち神鋼商事は、

メーカー商社独自の「ものづくり」の視点に立った提案力で、

あなたのビジネスに価値を付加するためのデザインを行います。

行動指針

企業理念
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の中核となる
グローバル商社を目指す

脈々と受け継がれるレガシーを

元に新たな成長を目指す。

　神鋼商事は、1946年に神戸製鋼の製品を扱うメー

カー商社として設立し、2016年に創立70周年を迎

えました。長い歴史の間、神戸製鋼グループととも

に歩みながら、多くの取引先からの期待に応え、幅

広くビジネスを展開してきました。現在の神鋼商事

は、これまで多くの先輩方が脈々と紡いできたレガ

シーを基盤とし、メーカー商社としての役割にこだ

わりを持ちながら、新たな成長を目指しています。

　神鋼商事の大きな特徴は、「神戸製鋼グループのも

のづくりの一翼を担っている」という気概にあふれ

ていることです。一人ひとりの社員が「神戸製鋼グ

ループの製品や事業への理解は誰にも負けない」と

いうプライドを持ち、これが多様なビジネスを推進

する原動力ともなっています。お客様にとって、商社

は必要不可欠な存在でありたい。つねにメーカー商

社としての役割を果すことが、神鋼商事の使命だと

いえるでしょう。

グローバルビジネスにおいて

つねに先に動く商社。

　神鋼商事は、2020年に向けて「神戸製鋼グルー

プの中核となるグローバル商社を目指す」という長

期経営ビジョンを掲げています。このビジョンを実

現するために「グローバルビジネスの加速」、「商社

機能の強化」、「経営基盤の充実」という3つの全体

戦略を策定し、さまざまな事業活動を推進してき

ました。

　神鋼商事は、神戸製鋼グループのグローバルビジ

ネスの先駆者的な存在として、積極的に海外に進出

してきました。新しいビジネスの情報をキャッチした

ら、多少リスクを負ってもメーカーより一歩前を進む、

それが商社の役割だと思います。時代の変化や市場

のニーズに対応し、つねに「先に動く商社」として、

これまでグローバルビジネスを加速してきました。

　最近のトピックスの一つに、メキシコの冷間圧造

用鋼線の製造販売会社である「Kobelco CH

Wire Mexicana, S.A. de C.V.」が本格稼働を開

始したことが挙げられます。これにより、米国の市

場や生産拠点と深いつながりのあるメキシコにおい

て、自動車メーカーからの材料供給のニーズにタイ

ムリーに対応することが可能となりました。中国で

は、液晶製造装置チャンバ―用のアルミ材料加工拠

点である「神商精密器材（蘇州）有限公司」で加工

機能を強化するための設備増強を進め、情報機器

分野からの旺盛な需要に応える態勢が整いつつあ

ります。

　さらに2017年度以降のグローバル戦略について

は、北米・メキシコ、中国でのビジネス拡大に加え、

アセアン・インドの新興地域のインフラ需要をとら

え、神鋼商事グループの各社とのシナジー効果も図

りながら、取引拡大を目指したいと思います。さら

に各セグメントにおいて必要な投融資計画を検討

し、実施していく予定です。

今後もグループ内の連携を深め

存在感のあるビジネスを展開。

　神鋼商事は、3つの全体戦略を継続しながら、今

後も神戸製鋼グループ各社との連携をいっそう強化

し、グループ内で存在感のある商社ビジネスを展開

していきます。

　神鋼商事の事業セグメントのうち、鉄鋼セグメン

トにおいては、タイにおいて神戸製鋼所の線材圧延

事 業 会 社 で あ る「Kobelco Milcon Steel Co. 

Ltd.」へのビレット供給及び製品製品の販売サポー

トの強化を図っていきます。

　鉄鋼原料セグメントでは、従来からの神戸製鋼所

向け主原料関連業務におけるグループ中核商社とし

ての機能強化に努めています。

　非鉄金属セグメントでは、中国における神戸製鋼

所の自動車パネル用アルミ板材事業会社の「神鋼汽

車铝材（天津）有限公司」の川下物流・加工機能の

対応強化を図り、アルミ加工製品の旺盛な需要に応

えていきます。

　機械・情報セグメントでは、神戸製鋼の産業機械

事業との役割分担の拡充と連会の強化を図ります。

とくに高機能製品では専任担当を強化して取引拡大

につなげたいと思います。また汎用圧縮機や回転機、

さらに神戸製鋼グループ会社などとも、緊密な連携

を図り、ビジネス拡大を狙います。

　溶材セグメントでは、エスシーウエルやコベルコ

溶接ソリューションなどと連携を強化し、国内外で

の市場拡大を目指します。

　変化する時代とグローバル社会の中で、商社への

期待はますます高まっていくことでしょう。神鋼商事

は、神戸製鋼グループと連携し、これからも提案型

ビジネスを展開し、多くのお客様に新たな価値をお

届けしていきます。

ビジョン

長期経営ビジョン

TOP 
MESSAGE

●海外グローバル拠点の拡充
●グローバル拠点を活かし原料・
　素材・機械の供給、
　製品の複合的販売を拡大
●海外取引比率50%

●人材の確保と育成
●財務体質の強化
●経営システムの充実

●事業運営型ビジネスの拡大
●提案型ビジネスの強化
●神戸製鋼グループの中核商社
●成長分野の取組み

全体戦略

10年後のありたい姿をイメージし、課題に対する戦略を織り込
んだ長期ビジョンを策定。

グローバル
ビジネスの加速

商社機能の
強化

経営基盤の
充実

代表取締役社長

森地 高文

神戸製鋼グループの

中核となる

グローバル商社として

新たなビジネス拡大を狙う。
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広くビジネスを展開してきました。現在の神鋼商事

は、これまで多くの先輩方が脈々と紡いできたレガ

シーを基盤とし、メーカー商社としての役割にこだ

わりを持ちながら、新たな成長を目指しています。

　神鋼商事の大きな特徴は、「神戸製鋼グループのも

のづくりの一翼を担っている」という気概にあふれ

ていることです。一人ひとりの社員が「神戸製鋼グ

ループの製品や事業への理解は誰にも負けない」と

いうプライドを持ち、これが多様なビジネスを推進

する原動力ともなっています。お客様にとって、商社

は必要不可欠な存在でありたい。つねにメーカー商

社としての役割を果すことが、神鋼商事の使命だと

いえるでしょう。

グローバルビジネスにおいて

つねに先に動く商社。

　神鋼商事は、2020年に向けて「神戸製鋼グルー

プの中核となるグローバル商社を目指す」という長

期経営ビジョンを掲げています。このビジョンを実

現するために「グローバルビジネスの加速」、「商社

機能の強化」、「経営基盤の充実」という3つの全体

戦略を策定し、さまざまな事業活動を推進してき

ました。

　神鋼商事は、神戸製鋼グループのグローバルビジ

ネスの先駆者的な存在として、積極的に海外に進出

してきました。新しいビジネスの情報をキャッチした

ら、多少リスクを負ってもメーカーより一歩前を進む、

それが商社の役割だと思います。時代の変化や市場

のニーズに対応し、つねに「先に動く商社」として、

これまでグローバルビジネスを加速してきました。

　最近のトピックスの一つに、メキシコの冷間圧造

用鋼線の製造販売会社である「Kobelco CH

Wire Mexicana, S.A. de C.V.」が本格稼働を開

始したことが挙げられます。これにより、米国の市

場や生産拠点と深いつながりのあるメキシコにおい

て、自動車メーカーからの材料供給のニーズにタイ

ムリーに対応することが可能となりました。中国で

は、液晶製造装置チャンバ―用のアルミ材料加工拠

点である「神商精密器材（蘇州）有限公司」で加工

機能を強化するための設備増強を進め、情報機器

分野からの旺盛な需要に応える態勢が整いつつあ

ります。

　さらに2017年度以降のグローバル戦略について

は、北米・メキシコ、中国でのビジネス拡大に加え、

アセアン・インドの新興地域のインフラ需要をとら

え、神鋼商事グループの各社とのシナジー効果も図

りながら、取引拡大を目指したいと思います。さら

に各セグメントにおいて必要な投融資計画を検討

し、実施していく予定です。

確かな戦略を遂行するため

重要な経営基盤の充実。

　次に、商社機能の強化については、とくに事業運

営型ビジネスの拡大や提案型ビジネスの強化を図っ

ています。2016年度には、当社が出資するマレーシ

アの合金鉄製造事業「Pertama Ferroalloys SDN. 

BHD.」が生産を開始しました。

国内では、ここ数年で数多くのM&Aを進めており、

鉄鋼セグメントでは、鋼板製品の切断加工・卸売事

業の「森本興産」、非鉄金属セグメントでは、非鉄金

属材料の素材及び加工品の販売会社「コベルコ筒中

トレーディング」「中山金属」の２社を完全子会社化し

たうえで2019年7月に両社を合併し、「神鋼商事メタ

ルズ」に社名変更しました。さらに溶材セグメント

では溶接材料、溶接機器等の商社「エスシーウエル」

を神戸製鋼より取得しグループ会社にするなど、成

長分野を先取りし、ビジネスに打って出る取り組み

を進めてきました。

　このような幅広い施策を推進するため、企業に

とって必要不可欠なのが経営基盤の充実です。

　神鋼商事ではこれまで、グローバルビジネスに対応

するための人材採用や育成システムの充実を図ってき

ました。その一つが、入社10年目までに全員が海外勤

務を経験するという海外研修制度であり、若い時の貴

重な経験はその後のスキルアップやモチベーション向

上に大きな効果をもたらします。また、人数が増えて

いるナショナルスタッフには、日本での研修を実施し、

神鋼商事への理解を深める機会としています。

　経営システムの整備においては、世界各国に展開す

るネットワーク拠点と日本の本社との間に、より効率

的な連携を構築することが重要です。各地のネットワー

ク拠点は神鋼商事のビジネスの前線ですが、それぞれ

に異なる各国の法制やビジネススタイルに合わせ、業

務の効率化を図っていくことが必要です。これをバッ

クアップするのが本社の役割であり、本社機能を充実

するための取り組みを進めていきたいと思います。

今後もグループ内の連携を深め

存在感のあるビジネスを展開。

　神鋼商事は、3つの全体戦略を継続しながら、今

後も神戸製鋼グループ各社との連携をいっそう強化

し、グループ内で存在感のある商社ビジネスを展開

していきます。

　神鋼商事の事業セグメントのうち、鉄鋼セグメン

トにおいては、タイにおいて神戸製鋼所の線材圧延

事 業 会 社 で あ る「Kobelco Milcon Steel Co. 

Ltd.」へのビレット供給及び製品製品の販売サポー

トの強化を図っていきます。

　鉄鋼原料セグメントでは、従来からの神戸製鋼所

向け主原料関連業務におけるグループ中核商社とし

ての機能強化に努めています。

　非鉄金属セグメントでは、中国における神戸製鋼

所の自動車パネル用アルミ板材事業会社の「神鋼汽

車铝材（天津）有限公司」の川下物流・加工機能の

対応強化を図り、アルミ加工製品の旺盛な需要に応

えていきます。

　機械・情報セグメントでは、神戸製鋼の産業機械

事業との役割分担の拡充と連会の強化を図ります。

とくに高機能製品では専任担当を強化して取引拡大

につなげたいと思います。また汎用圧縮機や回転機、

さらに神戸製鋼グループ会社などとも、緊密な連携

を図り、ビジネス拡大を狙います。

　溶材セグメントでは、エスシーウエルやコベルコ

溶接ソリューションなどと連携を強化し、国内外で

の市場拡大を目指します。

　変化する時代とグローバル社会の中で、商社への

期待はますます高まっていくことでしょう。神鋼商事

は、神戸製鋼グループと連携し、これからも提案型

ビジネスを展開し、多くのお客様に新たな価値をお

届けしていきます。
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（単位：億円）

※神鋼向け受託業務除く

売上高8,900億円

（単位：億円）

鉄鋼 鉄鋼原料 非鉄金属 機械・情報 溶材 売上高 鉄鋼 鉄鋼原料 非鉄金属 機械・情報 溶材 海外取引比率 

15年度 16年度 20年度

売上高/経常利益 海外取引高/比率

経常利益80億円

自己資本比率20%以上 ROE8%以上

海外取引比率50%
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元に新たな成長を目指す。
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カー商社として設立し、2016年に創立70周年を迎

えました。長い歴史の間、神戸製鋼グループととも

に歩みながら、多くの取引先からの期待に応え、幅

広くビジネスを展開してきました。現在の神鋼商事

は、これまで多くの先輩方が脈々と紡いできたレガ

シーを基盤とし、メーカー商社としての役割にこだ

わりを持ちながら、新たな成長を目指しています。

　神鋼商事の大きな特徴は、「神戸製鋼グループのも

のづくりの一翼を担っている」という気概にあふれ

ていることです。一人ひとりの社員が「神戸製鋼グ

ループの製品や事業への理解は誰にも負けない」と

いうプライドを持ち、これが多様なビジネスを推進

する原動力ともなっています。お客様にとって、商社

は必要不可欠な存在でありたい。つねにメーカー商

社としての役割を果すことが、神鋼商事の使命だと

いえるでしょう。

グローバルビジネスにおいて

つねに先に動く商社。

　神鋼商事は、2020年に向けて「神戸製鋼グルー

プの中核となるグローバル商社を目指す」という長

期経営ビジョンを掲げています。このビジョンを実

現するために「グローバルビジネスの加速」、「商社

機能の強化」、「経営基盤の充実」という3つの全体

戦略を策定し、さまざまな事業活動を推進してき

ました。

　神鋼商事は、神戸製鋼グループのグローバルビジ

ネスの先駆者的な存在として、積極的に海外に進出

してきました。新しいビジネスの情報をキャッチした

ら、多少リスクを負ってもメーカーより一歩前を進む、

それが商社の役割だと思います。時代の変化や市場

のニーズに対応し、つねに「先に動く商社」として、

これまでグローバルビジネスを加速してきました。

　最近のトピックスの一つに、メキシコの冷間圧造

用鋼線の製造販売会社である「Kobelco CH

Wire Mexicana, S.A. de C.V.」が本格稼働を開

始したことが挙げられます。これにより、米国の市

場や生産拠点と深いつながりのあるメキシコにおい

て、自動車メーカーからの材料供給のニーズにタイ

ムリーに対応することが可能となりました。中国で

は、液晶製造装置チャンバ―用のアルミ材料加工拠

点である「神商精密器材（蘇州）有限公司」で加工

機能を強化するための設備増強を進め、情報機器

分野からの旺盛な需要に応える態勢が整いつつあ

ります。

　さらに2017年度以降のグローバル戦略について

は、北米・メキシコ、中国でのビジネス拡大に加え、

アセアン・インドの新興地域のインフラ需要をとら

え、神鋼商事グループの各社とのシナジー効果も図

りながら、取引拡大を目指したいと思います。さら

に各セグメントにおいて必要な投融資計画を検討

し、実施していく予定です。

確かな戦略を遂行するため

重要な経営基盤の充実。

　次に、商社機能の強化については、とくに事業運

営型ビジネスの拡大や提案型ビジネスの強化を図っ

ています。2016年度には、当社が出資するマレーシ

アの合金鉄製造事業「Pertama Ferroalloys SDN. 

BHD.」が生産を開始しました。

国内では、ここ数年で数多くのM&Aを進めており、

鉄鋼セグメントでは、鋼板製品の切断加工・卸売事

業の「森本興産」、非鉄金属セグメントでは、非鉄金

属材料の素材及び加工品の販売会社「コベルコ筒中

トレーディング」「中山金属」の２社を完全子会社化し

たうえで2019年7月に両社を合併し、「神鋼商事メタ

ルズ」に社名変更しました。さらに溶材セグメント

では溶接材料、溶接機器等の商社「エスシーウエル」

を神戸製鋼より取得しグループ会社にするなど、成

長分野を先取りし、ビジネスに打って出る取り組み

を進めてきました。

　このような幅広い施策を推進するため、企業に

とって必要不可欠なのが経営基盤の充実です。

　神鋼商事ではこれまで、グローバルビジネスに対応

するための人材採用や育成システムの充実を図ってき

ました。その一つが、入社10年目までに全員が海外勤

務を経験するという海外研修制度であり、若い時の貴

重な経験はその後のスキルアップやモチベーション向

上に大きな効果をもたらします。また、人数が増えて

いるナショナルスタッフには、日本での研修を実施し、

神鋼商事への理解を深める機会としています。

　経営システムの整備においては、世界各国に展開す

るネットワーク拠点と日本の本社との間に、より効率

的な連携を構築することが重要です。各地のネットワー

ク拠点は神鋼商事のビジネスの前線ですが、それぞれ

に異なる各国の法制やビジネススタイルに合わせ、業

務の効率化を図っていくことが必要です。これをバッ

クアップするのが本社の役割であり、本社機能を充実

するための取り組みを進めていきたいと思います。

今後もグループ内の連携を深め

存在感のあるビジネスを展開。

　神鋼商事は、3つの全体戦略を継続しながら、今

後も神戸製鋼グループ各社との連携をいっそう強化

し、グループ内で存在感のある商社ビジネスを展開

していきます。

　神鋼商事の事業セグメントのうち、鉄鋼セグメン

トにおいては、タイにおいて神戸製鋼所の線材圧延

事 業 会 社 で あ る「Kobelco Milcon Steel Co. 

Ltd.」へのビレット供給及び製品製品の販売サポー

トの強化を図っていきます。

　鉄鋼原料セグメントでは、従来からの神戸製鋼所

向け主原料関連業務におけるグループ中核商社とし

ての機能強化に努めています。

　非鉄金属セグメントでは、中国における神戸製鋼

所の自動車パネル用アルミ板材事業会社の「神鋼汽

車铝材（天津）有限公司」の川下物流・加工機能の

対応強化を図り、アルミ加工製品の旺盛な需要に応

えていきます。

　機械・情報セグメントでは、神戸製鋼の産業機械

事業との役割分担の拡充と連会の強化を図ります。

とくに高機能製品では専任担当を強化して取引拡大

につなげたいと思います。また汎用圧縮機や回転機、

さらに神戸製鋼グループ会社などとも、緊密な連携

を図り、ビジネス拡大を狙います。

　溶材セグメントでは、エスシーウエルやコベルコ

溶接ソリューションなどと連携を強化し、国内外で

の市場拡大を目指します。

　変化する時代とグローバル社会の中で、商社への

期待はますます高まっていくことでしょう。神鋼商事

は、神戸製鋼グループと連携し、これからも提案型

ビジネスを展開し、多くのお客様に新たな価値をお

届けしていきます。
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GROUP SYNERGY
私たち神鋼商事はメーカー商社ならではの提案型ビジネスを追求し、神戸製鋼グループの

中核商社としての総合力を活かして、お客様のビジネスや豊かな社会づくりに貢献します。

CORPORATE PROFILE
私たち神鋼商事は神戸製鋼グループの中核商社として、

鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄金属、機械・情報、溶材の５つの事業部門体制で

「ものづくり」を支えるビジネスパートナーを目指します。

組織 連結部門別売上高

取締役会

監査役会

監査役

経営審議会
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機 械・情 報

溶 材

そ の 他

調 整 額

合 計

4,325

1,237

1,694

1,271

342

330

524

8,016

369,002

294,619

242,519

66,923

46,241

397

67,196

952,507

セグメント 売上高［百万円］ セグメント利益［百万円］

※セグメント構成比には報告
　セグメントに属さないその
　他の売上高及び内部取引　
　消去額を含んでおりません。

会社概要

社 名

英 文 社 名

設 立

資 本 金

代 表 者

本 社 所 在 地

従 業 員 数

従 業 員 平 均 年 齢

事 業 所

連 結 子 会 社 数

持分法適用会社数

年 間 売 上 高

事 業 年 度

主 要 事 業 内 容

主要借入先金融機関

監 査 法 人

上場金融商品取引所

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

神鋼商事株式会社

Shinsho Corporation

1946年11月12日

56億5,028万円

代表取締役社長　森地 高文

［大阪本社］大阪府大阪市中央区北浜二丁目6番18号（淀屋橋スクエア）

［東京本社］東京都中央区京橋一丁目7番2号(ミュージアムタワー京橋)

［連結］ 1,604名 　　［単体］ 466名 

39歳1ヶ月 

本社２、支社３、支店６、出張所3、海外事業所4

38社

15社

9,525億700万円（2019 年3月期）

毎年4月1日から翌年3月31日まで

鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄金属、機械、情報産業、溶材各製品の売買及び輸出入

みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行

有限責任　あずさ監査法人

東京証券取引所（市場第1部）

●自動車分野　●造船分野　●鉄鋼分野　●非鉄金属分野　●建設分野　●工作機械分野　●電子部品分野　●半導体分野　●家電分野

●精密機械分野　●プラント・エンジニアリング分野　●食品分野　●紙・パルプ分野　●電力分野　●航空宇宙分野　●石油・化学分野　等

お客様

鉄鋼本部 鉄鋼原料本部 非鉄金属本部 機械・情報本部 溶材本部

・ものづくりの知見と豊富な専門知識で
  ビジネスをサポート
・素材加工拠点などメーカー的機能を設け、
  万全のサポート体制
・新たなニーズに対し、メーカーと一体になった
  商品開発でご要望に対応

・神戸製鋼グループの情報をいち早くキャッチ
  することで、 新たなビジネスの仕組みを創出

・高付加価値商品や新たな技術による、
  市場優位性のある提案が可能

・世界同一品質の商品を取り扱う
  グローバルな供給体制

・事業運営型ビジネスの推進により ローカル
  ニーズを発掘、 現地のニーズにきめ細かく対応

・リスクマネージメントを徹底し、「安心」を提供
・輸出入の迅速化をサポート
・グループ内の人事交流による専門知識のアップ
・グローバルビジネスに対応した人材の育成

鉄鋼 溶接 アルミ・銅 機械 エンジニアリング 建設機械 電力 その他事業

ものづくりの視点を活かした知識力と
提案力でお客様のビジネスをリードします。

川上から川下まで効率的なサプライチェーンの実現

SPECIALTY

現場力を武器に 顧客の潜在的ニーズを
発掘し、新たなビジネスを創造します。

MARKETING

グローバルネットワークを活かし、その国、
その地域に合わせたビジネスを展開します。

GLOBALIZATION

世界での商取引の経験を活かし、
スムーズにビジネスを推進します。

MANAGEMENT

特長ある製品・技術

セグメント
構成比

（2018年度）

36.2%鉄鋼

28.9%鉄鋼原料

4.5%溶材

23.8%非鉄金属

6.6%機械・情報

お
客
様
の
ニ
ー
ズ
の
共
有

広
い
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
、
グ
ル
ー
プ
の
総
合
力
で
貢
献

お客様と密に連携してニーズを的確に捉え、メーカー商社の強みを活かして
アフターサービスも含めたきめ細やかなソリューションをご提案
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神鋼商事の歴史は、1946年（昭和21年）、神戸製鋼の製品を扱う戦後初のメーカー専門商社として設立された「太平商事」に始ま

ります。当時、世の中のメーカー各社は戦火によって生産拠点を失い、流通機能も麻痺する中、創業者たちは、「メーカーと直結した

専門の商社によってこれからの製造業を支えたい」という情熱のもと、品質の高い製品提供に尽力してきました。こうした「ものづ

くり」の精神は、脈々と受け継がれ、70年以上たった今でも、ものづくりの視点に立った専門商社として、神戸製鋼所、神鋼グルー

プ各社とのパートナーシップをとりながら、提案型ビジネスを展開しています。時代の変化とともに新しい需要の開拓が求められる

今、チャレンジ精神を忘れず、常に社会に貢献し、信頼される企業としてこれからも発展してまいります。

’40~’50 ’60 ’70 ’80 ’90 ’00 ’10

「今後、商社がメーカーをリードす
る時代がくる。そのときメーカー
が独自方針を貫くにはメーカー直
結の専門商社が必要だ（神戸製
鋼所第6代社長・浅田長平）」こ
の想いが戦後初のメーカー専門商
社、太平商事（神鋼商事前身）を
生みました。

1946.11
大阪・北浜に太平商事（株）
として設立、東京支店
（現・東京本社）を開設
資本金2.5百万円

1960.6
商号を神鋼商事（株）
に変更

1970.3
アジア化工（株）の
株式50％を取得

1990.2
Shinko Shoji Singapore Pte. Ltd.
を設立

2000.10
環境ISO14001を取得

2010.7
ドバイ事務所を開設

2016.1
中山金属（株）を子会社化
（現・神鋼商事メタルズ（株））

2016.4
エスシーウエル（株）を子会社化

2016.5
シドニー事務所を開設
ブリスベン事務所を開設

2017.4
森本興産（株）を子会社化

2019.7
コベルコ筒中トレーディング（株）
と中山金属（株）を合併し
神鋼商事メタルズ（株）に社名変更

2011.3
Kobelco Trading India
Private Limited
を設立

2011.5
PT.Kobelco Trading Indonesia
を設立

2011.6
Kobelco Trading 
Vietnam Co., Ltd.
を設立

2011.12
（株）マツボーを買収

2012.1
Kobelco Plate Processing
India Private Limited
を設立

2013.1
神商大阪精工(南通)
有限公司を設立

2013.4
Shinsho Mexico S.A. de C.V.
を設立

2014.7
コベルコ筒中トレーディング（株）
を子会社化
（現・神鋼商事メタルズ（株））

2015.5
SC Tech de Mexico, S.A.de C.V.
を設立

2015.7
KTN Co., Ltd.を子会社化

Aiken Wire Processing, L.L.C.を設立

2015.8
ヤンゴン支店を開設

2014.9
Kobelco CH Wire Mexicana,
S.A. de C.V.を設立

2010.10
神商精密器材（蘇州）
有限公司を設立

2001.11
Shinsho-Meihoku Wire, Inc.
を設立

2002.1
Grand Blanc Processing, L.L.C.
を買収

2005.8
Shinsho（Philippines）Corporation
を設立

2007.3
TES E&M Service Co.,Ltd.
を設立

2009.1
Shinsho Europe GmbHを設立

2006.1
増資、資本金5,650百万円

2006.6
蘇州神商金属有限公司を設立

2006.9
神鋼商貿（上海）有限公司
を設立

2005.1
韓国神商（株）を設立

1992.11
台湾神商股份有限公司
を設立

1996.11
Shinsho Australia Pty. Ltd.
（現・Kobelco Trading Australia Pty Ltd）

を設立

1998.4
上海神商貿易有限公司
を設立

1998.9
神商ビジネスサポート（株）
を設立

1970.9
株式が信用取引銘柄に
選定される

1973.4
加古川出張所（現・加古川支店）
を開設

1974.4
熊本出張所を開設

1975.10
増資、資本金3,930百万円

1977.6
大阪・東京２本社制を採用

1979.4
岐阜出張所を開設

神鋼商事の海外進出は昭和40年

代から本格化しました。昭和41年

には神商アメリカンを設立。初年

度の取引高は119万ドルにのぼり

ました。

1961.8
株式を上場
（東京証券取引所第二部）

1964.4
静岡事務所（現・静岡支店）
を開設

1966.8
The Shinsho American Corporation 
（現・Shinsho American Corporation ）

を設立

1968.8
株式昇格上場
（東京証券取引所第一部）

1969.10
群馬出張所を開設

1954.3
富山出張所（現・北陸支店）を開設

1954.5
福岡出張所（現・九州支社）を開設

1955.3
仙台出張所（現・東北支店）を開設

1955.5
呉出張所（現・中国支店）を開設

1957.7
札幌出張所（現・札幌支店）を開設

1957.4
銑和産業（株）の営業権を譲受

1959.10
（株）湯浅商店を吸収合併

1948.5
名古屋営業所（現・名古屋支社）
を開設

CORPORATE HISTORY
受け継がれる「メーカー商社」を原点とするチャレンジ精神。

1980.4
徳山出張所を開設

1982.7
神商金属加工（株） 
（現・神商非鉄（株））を設立

1986.1
神商金属販売（株）
（現・神商鉄鋼販売（株））

を設立

1987.2
神戸支社を開設

1987.9
Shinsho（Malaysia）Sdn. Bhd.
を設立

1988.5
Thai Escorp Ltd.を設立

発展著しいタイにタイ・エスコープ

が設立したのが昭和63年。現地で

は溶材の資材納入や日系エアコン

メーカーへの銅管、アルミ材の供

給などで実績を残しています。

創業から14年目の昭和35年。太

平商事株式会社は神戸製鋼グルー

プの中核商社を目指し、「神鋼」の

名を採用し、神鋼商事株式会社と

社名を変更しました。

神鋼商貿（上海）有限公司は中国・

上海市における国内販売権、輸出

入権を持つ神鋼商事100％子会社

の商社。中国の急速な経済成長に

伴った市場拡大を視野に入れ、設

立されました。
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CORPORATE HISTORY
受け継がれる「メーカー商社」を原点とするチャレンジ精神。
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立されました。
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東京本社

● 国内事業所　● 国内子会社　● 海外事業所　● 海外子会社　● 海外関連会社

※2019年7月現在

PT.Kobelco Trading Indonesia
［ジャカルタ］

10

PT. NAKAYAMA
［ジャカルタ］

10

Kobelco Trading Australia Pty Ltd11

ヤンゴン支店
［ミャンマー連邦共和国］

12

シドニー事務所13

ブリスベン事務所14

GLOBAL NETWORK
日々変化し続ける世界市場と多様化していくニーズ。

私たち神鋼商事は世界各地のローカルニーズにきめ細かく対応していくために

多彩なグローバルビジネスを展開しています。
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東京都
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3
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6
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5
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5
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4
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16
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2
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3
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4
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［天津事務所］

4

神商精密器材（蘇州）
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5
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5

神鋼特殊鋼線（平湖）
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8

音戸神商精工（南通）
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7

上海神商貿易有限公司   9
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［上海本社］

9

炫馥金属国際貿易（上海）
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9

神鋼商貿（上海）有限公司
［成都支店］

10

神鋼商貿（上海）有限公司
［広州支店］

11

VSC Shinsho Company, Limited
広州神昌金属製品

12

韓国神商株式会社
［ソウル郊外］

13

KTN Co., Ltd.
［ソウル郊外］

13

Allmet Co., Ltd.
［ソウル郊外］

14

台湾神商股份有限公司
［台北事務所、新竹事務所、桃園事務所］

15

神鋼商貿（上海）有限公司
［武漢事務所］

16

Shinsho（Philippines）Corporation
［マニラ］

Kobelco Trading Vietnam Co., Ltd.
［ハノイ事務所］

１

2

Vina Washin Aluminum Co., Ltd
［ホーチミン］

4

Naito Asia Sdn. Bhd. 
［クアラルンプール］

8

Shinsho American Corporation
［デトロイト本社］

Grand Blanc Processing, L.L.C.

１

１

Shinsho K’mac Precision Parts, L.L.C.2

Dexter Fastener Technologies, Inc．

Shinsho-Meihoku Wire, Inc.

Aiken Wire Processing, L.L.C.

3

SST Forming Roll, Inc．4

5

6

Shinsho American Corporation
［サウスカロライナ支店］

6

Kobelco Trading India Private Limited
［ニューデリー本社］

Kobelco Trading India Private Limited
［チェンナイ事務所］

１

2

Kobelco Plate Processing India Private Limited
［チェンナイ］

2

Shinsho Europe GmbH
［デュッセルドルフ］

ドバイ事務所3

4

Aiken Precision Technologies, L.L.C.

Shinsho Mexico S.A. de C.V.

Shinsho American Corporation
［ロサンゼルス支店］

7

8

Kobelco CH Wire Mexicana,
S.A. de C.V.

8

9

4

INDIA /
UNITED ARAB
EMIRATES /
GERMANY

2

5

3
4

7
8

6

9

10

11

1

2

SOUTHEAST
ASIA /
AUSTRALIA 

3

アジア化工株式会社
大阪市

4

4 神商鉄鋼販売株式会社
大阪市

4 神商非鉄株式会社
大阪市

大阪本社3

九州支社
福岡市

森本興産株式会社
大阪市

4

エスシーウエル株式会社
大阪市

4

神商ビジネスサポート株式会社
大阪市

4

名古屋支社5

神戸支社6

7

神商大阪精工（南通）
有限公司

6

Kobelco Trading Vietnam Co., Ltd.
［ホーチミン本社］

3
1

14

13

12

Thai Escorp Ltd.
［バンコク本社、ボーウィン支店、
アユタヤ支店、アマタナコーン支店］
TES E&M Service Co., Ltd.
［バンコク］

5

5

Nakayama Metal Limited
［バンコク］

5

Ondo Shinsho（Thailand）Co., Ltd.6

Shinsho（Malaysia）Sdn. Bhd.
［クアラルンプール本社、ペナン事務所］

7

SC Tech de Mexico, S.A. de C.V.8

インド・アラブ首長国連邦・ドイツ

東南アジア・オーストラリア

アメリカ・メキシコ
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グローバルネットワークを
活かし、お客様のビジネスを
リードする。

鉄鋼本部では世界各地に広がる神戸製鋼グループのグ

ローバルネットワークを活かし、お客様の海外事業立

ち上げから、製品の安定供給に至るまで、ビジネスを

リードすることが可能です。現地マーケット情報だけで

なく、メーカー商社ならではの質の高い技術知識・生

産知識を武器に、多様な仕入れソースの中からお客様

のニーズに合わせた製品の提案を行っています。

鉄鋼本部

IRON
&
STEEL

成長地域・成長分野へ
積極的に進出。

　メキシコは、アメリカ向けの輸出製造拠点として注目を集

めています。特に自動車部品メーカーが多数進出すると予想

される地域で、ここに鉄鋼製品の輸出入を行う現地法人を

設立し、いち早く現地の情報をキャッチすることで、お客様

のサポート体制を確立しています。また、線材の二次加工拠

点も設立し、ビジネスチャンスの拡大を図っています。

　インドでは、チェンナイ市近郊で建設機械向け鉄鋼厚板溶

断・製缶工場を稼働させました。インドのインフラ整備促進

を背景に、建設機械の需要が伸びており、これに対応する

厚板切板などの安定供給と、コスト改善、品質向上に貢献で

きると考えています。

　私たちはこうした成長地域の成長分野において、メーカー

商社ならではの高い技術情報とノウハウを駆使し、お客様の

ビジネスを支えていきます。

お客様の海外展開を
事業の立ち上げからサポート。

　鉄鋼本部の強みは神戸製鋼所が製造する特長ある製品

などとともに、多様な仕入れソースの中からお客様のニーズ

に合わせた鉄鋼製品を世界各地で安定供給できることにあ

ります。現在は北米・中国・東南アジアなどに合弁会社を立

ち上げており、現地の日系自動車メーカー・部品メーカーに

対して、日本と変わらない品質の製品供給が可能です。

　また、海外展開を目指すお客様の事業立ち上げをサポー

トすることも神鋼商事の使命の一つです。海外進出を目指

す部品メーカーなどには、神鋼商事の海外拠点や神戸製鋼

グループとの密接な情報交換で得た、進出先の立地情報や

工場の建設、設備・備品の購買に関する情報をもとにアド

バイスを行い、ビジネスパートナーとなることを目指してい

ます。

事 業 戦 略

OUR STRATEGY

国
内
で
の
需
要
を
取
り
込
む
と
と
も
に

海
外
ビ
ジ
ネ
ス
を
加
速
。

インドの鉄鋼厚板加工工場
「Kobelco Plate Processing India Private Limited」
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● 国内子会社　● 海外事業所　● 海外子会社　● 海外関連会社

※2019年7月現在

Shinsho K’mac Precision Parts, L.L.C.

Dexter Fastener Technologies, Inc．

Grand Blanc Processing, L.L.C.

Shinsho-Meihoku Wire, Inc.

SST Forming Roll, Inc.

Aiken Precision Technologies, L.L.C.

ドバイ事務所

Shinsho Europe GmbH
［デュッセルドルフ］

Shinsho American Corporation
［デトロイト本社］

神鋼商貿（上海）有限公司
［上海本社］

上海神商貿易有限公司   

韓国神商株式会社
［ソウル郊外］

Thai Escorp Ltd.
［バンコク本社、ボーウィン支店、アユタヤ支店、アマタナコーン支店］

ヤンゴン支店

PT.Kobelco Trading Indonesia
［ジャカルタ］

台湾神商股份有限公司
［台北事務所、新竹事務所、桃園事務所］

神鋼商貿（上海）有限公司
［広州支店］

Ondo Shinsho（Thailand）Co., Ltd.

鉄鋼本部が扱う主な商品

当社は2014年9月にメキシコ合衆国サンタフェ工業団地にて冷間圧

造用鋼線（以下CHワイヤー）の製造及び販売を行う合弁会社

Kobelco CH Wire Mexicana, S.A.de C.V.を設立し、2016年10月

に開所式を迎え、本格稼働を開始し、量産を進めております。

メキシコでは自動車生産台数が堅調に拡大するとみられる中、日系自

動車メーカーも相次いで現地に進出しており、CHワイヤーの現地調

達ニーズが見込まれています。新会社は自動車用ファスナーや冷間鍛

造部品などの素材として用いられるCHワイヤーを製造し、現地の日系

自動車部品メーカーを中心に供給していきます。

様々な分野で用途が拡大しているチタン。神戸製鋼所の
信頼のもと、多様なニーズにお応えします。

メキシコの自動車生産台数の増加を予想し

線材二次加工拠点を設立
TOPICS

1

グローバル拠点

中国は年間自動車販売台数が2,000万台を突破し、著しい販売台数

を誇っています。こうした背景を踏まえ、当社は中国南通市において

自動車部品製造の合弁会社2社を設立しました。「音戸神商精工（南通）

有限公司」は主に自動車のディファレンシャルユニット部品の製造・

販売を行い、その素材となる鍛造素材や特殊鋼丸棒の切断品を「神

商大阪精工（南通）有限公司」が供給しています。

また、自動車の需要が見込まれているタイやインドネシアにおいても、

中国と同様に合弁企業を立ち上げ、現地に進出している日系自動車関

連企業からのニーズに素早く対応しています。

自動車部品製造の合弁会社を設立し、

拡大する自動車関連需要に応える
TOPICS

2

普通鋼鋼材 

線材製品

チタン／ニッケル合金

鋳物原料及び製品

鉄鋼半製品

特殊鋼鋼材

建材製品

鋳鍛鋼製品

チタン

自動車部品をはじめ、各種粉末冶金に採用されている海
外においても評価の高い神戸製鋼所の鉄粉を安定供給し
ています。

鉄粉

Shinsho American Corporation
［ロサンゼルス支店］

Shinsho American Corporation
［サウスカロライナ支店］

Aiken Wire Processing, L.L.C.

Shinsho Mexico S.A. de C.V.

Kobelco CH Wire Mexicana,S.A. de C.V.

Kobelco Trading Vietnam Co., Ltd.
［ホーチミン本社、ハノイ事務所］

Kobelco Plate Processing India Private Limited
[チェンナイ]

神商鉄鋼販売株式会社
［大阪］
森本興産株式会社
［大阪］

Allmet Co., Ltd.
［ソウル郊外］

TES E&M Service Co., Ltd.
［バンコク］

神鋼特殊鋼線（平湖）有限公司

音戸神商精工（南通）有限公司

VSC Shinsho Company, Limited
広州神昌金属製品

ＫＳサミットスチール（株）

（株）シマブンコーポレーション

中嶋産業（株）

丸一鋼管（株）

三和鐵鋼（株）

双葉電子工業（株）※

（株）福田博商店

フタバ産業（株）

（株）オンド

 （株）オーアンドケー

 大阪精工（株）

名北工業（株）

（株）三井E&Sホールディングス

（株）淀川製鋼所※

常石造船（株）※

 神鋼鋼線工業（株）

（株）佐賀鉄工所※

堺鋼板工業（株）

（株）神戸製鋼所

コベルコ鋼管（株）

神鋼建材工業（株）

神鋼鋼線工業（株）

（株）テザック神鋼ワイヤロープ

神鋼ボルト（株）

日本高周波鋼業（株）

神鋼鋼板加工（株）

大阪製鐵（株）

関東スチール（株）

共英製鋼（株）

丸一鋼管（株）

日新製鋼（株）

日本冶金工業（株）

線材、鋼板、鋳鍛鋼、チタン、鉄粉等

継目無ステンレス鋼管、精密細管、特殊管

道路防護柵製品、鋼製溝蓋、防音製品、防災製品、景観製品、海洋・構造材製品

特殊鋼線関連製品、鋼索関連製品、エンジニアリング関連製品

ワイヤロープ及び同附属製品、線材二次製品

建築・土木用各種ボルト

高級特殊鋼及び特殊合金

厚鋼板の溶断加工製品

鋼片・鋼材及び加工製品

鋼片・鋼材及び加工製品

鋼片・鋼材及び加工製品

鋼管及び加工製品

鋼板、ステンレス鋼板

ステンレス鋼、ニッケル及びニッケル合金板

会社名 主要取扱製品

主要仕入先主要売上先

自動車産業などで使用される神戸製鋼所の線材・棒鋼製
品。神鋼商事は二次加工メーカーと連携し付加価値商品
の安定供給を実現します。

線材・条鋼

加工性や溶接性に優れた神戸製鋼所の厚板をお客様の
ニーズに対応しながら提供し、幅広い産業の基礎を支え
ます。

厚板

高張力鋼板の生産に取組実績を積み重ねてきた神戸製
鋼所の薄板製品を提供しています。

薄板

Kobelco Trading India Private Limited
［ニューデリー本社］

神商大阪精工（南通）有限公司

Shinsho（Malaysia）Sdn. Bhd.
［クアラルンプール本社、ペナン事務所］

Shinko Shoji Singapore Pte. Ltd.

ケレタロセラヤ

グアナフアト

メキシコシティ

マンサニヨ

サンルイスポトシ

ホンダ

ホンダ

揚港

日産

マツダ

日産

サンタフェ工業団地

アグアスカ
リエンテス

※海外グループ会社を含む（その他合弁会社 22社）

鋳物用銑鉄、鋳物用副原料、鋼屑、鋳鍛造品、
鉄粉（アトメル）

普通線材、硬鋼線材、バーインコイル、厚板、中板、
熱延鋼帯、冷延鋼帯、表面処理鋼板、カラー鋼板、
鋼管、棒鋼、異形棒鋼、形鋼

冷間圧造用鋼線、硬鋼線、Ｐ Ｃ 鋼線、ワイヤロープ、
バネ線、ステンレスワイヤ、ナマシ鉄線、釘、針金、金網、
有刺鉄線、磨棒鋼、ネジ、ボルト、ナット、結束線、冷圧部品

チタン原料（粉末）、純チタン、チタン合金、チタン二次製品、
チタン建材 / 継目無管、溶接管、板、棒

エンジン用クランク軸、スタンフレーム、推進軸、
タービン軸及び翼、各種ロール、金型鋼

インゴット、ブルーム、ビレット、スラブ

機械構造用炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、工具鋼、
ばね鋼、軸受鋼、快削鋼、高抗張力鋼、高マンガン鋼、特殊合金

コラム、タイロッド、鋼管杭、ガードケーブル、ガードレール、
グレーティング、アンチスリップ、ハイテンボルト、スタッドジベル、
スチールファイバー、デーフープ、カゴマット、
その他一般建築土木資材、歩道用転落防止柵、落石防止網

Kobelco CH Wire Mexicana S.A. de C.V. 

南 通

神商大阪精工（南通）有限公司

音戸神商精工（南通）有限公司
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● 国内子会社　● 海外事業所　● 海外子会社　● 海外関連会社

※2019年7月現在
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Dexter Fastener Technologies, Inc．

Grand Blanc Processing, L.L.C.

Shinsho-Meihoku Wire, Inc.

SST Forming Roll, Inc.

Aiken Precision Technologies, L.L.C.

ドバイ事務所

Shinsho Europe GmbH
［デュッセルドルフ］

Shinsho American Corporation
［デトロイト本社］

神鋼商貿（上海）有限公司
［上海本社］

上海神商貿易有限公司   

韓国神商株式会社
［ソウル郊外］

Thai Escorp Ltd.
［バンコク本社、ボーウィン支店、アユタヤ支店、アマタナコーン支店］

ヤンゴン支店

PT.Kobelco Trading Indonesia
［ジャカルタ］

台湾神商股份有限公司
［台北事務所、新竹事務所、桃園事務所］

神鋼商貿（上海）有限公司
［広州支店］

Ondo Shinsho（Thailand）Co., Ltd.

鉄鋼本部が扱う主な商品

当社は2014年9月にメキシコ合衆国サンタフェ工業団地にて冷間圧

造用鋼線（以下CHワイヤー）の製造及び販売を行う合弁会社

Kobelco CH Wire Mexicana, S.A.de C.V.を設立し、2016年10月

に開所式を迎え、本格稼働を開始し、量産を進めております。

メキシコでは自動車生産台数が堅調に拡大するとみられる中、日系自

動車メーカーも相次いで現地に進出しており、CHワイヤーの現地調

達ニーズが見込まれています。新会社は自動車用ファスナーや冷間鍛

造部品などの素材として用いられるCHワイヤーを製造し、現地の日系

自動車部品メーカーを中心に供給していきます。

様々な分野で用途が拡大しているチタン。神戸製鋼所の
信頼のもと、多様なニーズにお応えします。

メキシコの自動車生産台数の増加を予想し

線材二次加工拠点を設立
TOPICS

1

グローバル拠点

中国は年間自動車販売台数が2,000万台を突破し、著しい販売台数

を誇っています。こうした背景を踏まえ、当社は中国南通市において

自動車部品製造の合弁会社2社を設立しました。「音戸神商精工（南通）

有限公司」は主に自動車のディファレンシャルユニット部品の製造・

販売を行い、その素材となる鍛造素材や特殊鋼丸棒の切断品を「神

商大阪精工（南通）有限公司」が供給しています。

また、自動車の需要が見込まれているタイやインドネシアにおいても、

中国と同様に合弁企業を立ち上げ、現地に進出している日系自動車関

連企業からのニーズに素早く対応しています。

自動車部品製造の合弁会社を設立し、

拡大する自動車関連需要に応える
TOPICS

2

普通鋼鋼材 

線材製品

チタン／ニッケル合金

鋳物原料及び製品

鉄鋼半製品

特殊鋼鋼材

建材製品

鋳鍛鋼製品

チタン

自動車部品をはじめ、各種粉末冶金に採用されている海
外においても評価の高い神戸製鋼所の鉄粉を安定供給し
ています。

鉄粉

Shinsho American Corporation
［ロサンゼルス支店］

Shinsho American Corporation
［サウスカロライナ支店］

Aiken Wire Processing, L.L.C.

Shinsho Mexico S.A. de C.V.

Kobelco CH Wire Mexicana,S.A. de C.V.

Kobelco Trading Vietnam Co., Ltd.
［ホーチミン本社、ハノイ事務所］

Kobelco Plate Processing India Private Limited
[チェンナイ]

神商鉄鋼販売株式会社
［大阪］
森本興産株式会社
［大阪］

Allmet Co., Ltd.
［ソウル郊外］

TES E&M Service Co., Ltd.
［バンコク］

神鋼特殊鋼線（平湖）有限公司

音戸神商精工（南通）有限公司

VSC Shinsho Company, Limited
広州神昌金属製品

ＫＳサミットスチール（株）

（株）シマブンコーポレーション

中嶋産業（株）

丸一鋼管（株）

三和鐵鋼（株）

双葉電子工業（株）※

（株）福田博商店

フタバ産業（株）

（株）オンド

 （株）オーアンドケー

 大阪精工（株）

名北工業（株）

（株）三井E&Sホールディングス

（株）淀川製鋼所※

常石造船（株）※

 神鋼鋼線工業（株）

（株）佐賀鉄工所※

堺鋼板工業（株）

（株）神戸製鋼所

コベルコ鋼管（株）

神鋼建材工業（株）

神鋼鋼線工業（株）

（株）テザック神鋼ワイヤロープ

神鋼ボルト（株）

日本高周波鋼業（株）

神鋼鋼板加工（株）

大阪製鐵（株）

関東スチール（株）

共英製鋼（株）

丸一鋼管（株）

日新製鋼（株）

日本冶金工業（株）

線材、鋼板、鋳鍛鋼、チタン、鉄粉等

継目無ステンレス鋼管、精密細管、特殊管

道路防護柵製品、鋼製溝蓋、防音製品、防災製品、景観製品、海洋・構造材製品

特殊鋼線関連製品、鋼索関連製品、エンジニアリング関連製品

ワイヤロープ及び同附属製品、線材二次製品

建築・土木用各種ボルト

高級特殊鋼及び特殊合金

厚鋼板の溶断加工製品

鋼片・鋼材及び加工製品

鋼片・鋼材及び加工製品

鋼片・鋼材及び加工製品

鋼管及び加工製品

鋼板、ステンレス鋼板

ステンレス鋼、ニッケル及びニッケル合金板

会社名 主要取扱製品

主要仕入先主要売上先

自動車産業などで使用される神戸製鋼所の線材・棒鋼製
品。神鋼商事は二次加工メーカーと連携し付加価値商品
の安定供給を実現します。

線材・条鋼

加工性や溶接性に優れた神戸製鋼所の厚板をお客様の
ニーズに対応しながら提供し、幅広い産業の基礎を支え
ます。

厚板

高張力鋼板の生産に取組実績を積み重ねてきた神戸製
鋼所の薄板製品を提供しています。

薄板

Kobelco Trading India Private Limited
［ニューデリー本社］

神商大阪精工（南通）有限公司

Shinsho（Malaysia）Sdn. Bhd.
［クアラルンプール本社、ペナン事務所］

Shinko Shoji Singapore Pte. Ltd.

ケレタロセラヤ

グアナフアト

メキシコシティ

マンサニヨ

サンルイスポトシ

ホンダ

ホンダ

揚港

日産

マツダ

日産

サンタフェ工業団地

アグアスカ
リエンテス

※海外グループ会社を含む（その他合弁会社 22社）
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冷間圧造用鋼線、硬鋼線、Ｐ Ｃ 鋼線、ワイヤロープ、
バネ線、ステンレスワイヤ、ナマシ鉄線、釘、針金、金網、
有刺鉄線、磨棒鋼、ネジ、ボルト、ナット、結束線、冷圧部品

チタン原料（粉末）、純チタン、チタン合金、チタン二次製品、
チタン建材 / 継目無管、溶接管、板、棒

エンジン用クランク軸、スタンフレーム、推進軸、
タービン軸及び翼、各種ロール、金型鋼

インゴット、ブルーム、ビレット、スラブ

機械構造用炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、工具鋼、
ばね鋼、軸受鋼、快削鋼、高抗張力鋼、高マンガン鋼、特殊合金

コラム、タイロッド、鋼管杭、ガードケーブル、ガードレール、
グレーティング、アンチスリップ、ハイテンボルト、スタッドジベル、
スチールファイバー、デーフープ、カゴマット、
その他一般建築土木資材、歩道用転落防止柵、落石防止網

Kobelco CH Wire Mexicana S.A. de C.V. 

南 通

神商大阪精工（南通）有限公司

音戸神商精工（南通）有限公司
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市場と事業を拡大させて、
お客様のニーズに応える。

　鉄鋼原料本部は国内の鉄鋼メーカーとともに成長してきまし

た。しかし、近年、マーケットは大きく変化しています。国内

の製造拠点の海外移転が加速するとともに、海外でも新た

に鉄鋼メーカーが誕生したり規模が更に大きくなるなど、お

客様のニーズに応えるには国内だけでなく、海外マーケット

に対応する必要がでてきました。鉄鋼原料本部ではオースト

ラリアやアメリカ、中国、シンガポールなどの海外拠点の拡

充を図り、現地での需要を取り込んでいます。また、商品の

安定供給のための仕組みづくりにも力を入れています。

　今後は取引先と一体になり、自らの事業の領域を拡大する

ことで需要の創出や安定供給を実現してまいります。鉄鋼原

料本部では、お客様のビジネスの拡大のため、５年後、１０

年後といった長いスパンでマーケットを捉えるとともに、豊

富な情報量とその質で、お客様のビジネスをサポートしてい

きます。

商品の安定供給を実現させる
ことで信頼を勝ち得てきた。

　鉄鋼原料本部は高炉に必要な鉄鉱石や石炭などの原料や、

電気炉に必要な鉄スクラップの安定供給を実現させて、日本

と世界の成長を間接的に支えてきました。

　また、製鉄の工程で生まれる副産物である「スラグ」、廃

プラスティック等からつくられた石炭代替燃料である「ＲＰＦ」

といったリサイクルビジネスにも注力しています。限りが見え

てきた化石燃料をセーブし、いかにCO２を削減するかが世界の

課題であり、このマーケットは今後伸びると予想しています。

　鉄鋼原料本部の強みは「現場力」です。神戸製鋼所の鉄

鋼事業部門の購買部門や、製鉄・製鋼などの製造部門と緊

密な関係を築くとともに、生産現場に足を運び、現場のニー

ズを自分の目で探ってきました。お客様の要望に応える原材

料を探し出すとともに、きめ細かく正確な仕事を積み重ね、

商品の安定供給を実現し、信頼を勝ち得てきました。

事 業 戦 略

OUR STRATEGY

「
現
場
力
」を
活
か
し

お
客
様
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
リ
ー
ド
す
る
。

社会を動かすエネルギーを
提供するということ。

鉄鋼原料本部では社会が求める資源を幅広くカバー

し、お客様のビジネスをサポートしています。 高炉の

原料となる「石炭」、「鉄鉱石」や電気炉の原料となる

「鉄スクラップ」のほか、「スラグ」、廃プラスチック等か

ら作られた石炭代替燃料「RPF」といった環境を意識

したリサイクルビジネスにも力を入れています。

鉄鋼
原料本部
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● 海外事業所　● 海外子会社

※2019年7月現在

鉄鋼原料本部が扱う主な商品

日本の屋台骨、鉄鋼生産に欠かせない原料である石炭。

鉄鋼原料本部は、1996年にオーストラリアのモランバノース炭鉱プロジェクト

に参画し、同地で生産されたコークス用石炭は、日本をはじめ世界の主要な

鉄鋼生産国に安定的に供給されています。

鉄鋼原料本部は神戸製鋼所のニーズを的確に把握し、同社との強力なパート

ナーシップに基づき、引き続き鉄鋼主原料の権益投資を検討していきます。

権益投資の追求   

オーストラリア　「モランバノース炭鉱への投資」
TOPICS

1

グローバル拠点

鉄鋼原料の分野でも循環型社会の実現に向けて環境ビジネスの拡大に努めて

います。ビルの解体などで発生する鉄スクラップの国内外の電気炉メーカー

への販売もその一つで、神鋼商事は冷鉄源ビジネスを成長分野と位置づけて

います。現在は国内を含めベトナムやインドネシア等、ASEAN諸国に向けた

鉄スクラップの三国間ビジネスを通して、事業拡大を目指しています。また、

廃プラスチックを石炭の代替燃料とする「RPF」の取り扱いや、製鉄で排出さ

れるスラグ（鉱滓）のセメント原料化など、リサイクルビジネスの拡大が進ん

でいます。

循環型社会を実現するために

環境ビジネスをさらに拡大
TOPICS

2

（株）神戸製鋼所

共英製鋼（株）

大阪製鐵（株）

日本高周波鋼業（株） 

関東スチール（株）

（株）クボタ

新日本電工（株） 

大阪特殊合金（株）

ケイミュー（株）

住友大阪セメント（株）

日本製紙木材（株） 

Vietnam Italy Steel JSC

   

ドバイ事務所

Shinsho Europe GmbH
［デュッセルドルフ］

Shinsho American Corporation
［デトロイト本社］

神鋼商貿（上海）有限公司
［上海本社］

Kobelco Trading India Private Limited
［チェンナイ事務所］

Thai Escorp Ltd.
［バンコク本社、ボーウィン支店、アユタヤ支店、アマタナコーン支店］

PT.Kobelco Trading Indonesia
［ジャカルタ］

Shinko Shoji Singapore Pte. Ltd.

Shinsho American Corporation
［ロサンゼルス支店］

Kobelco  Trading  Australia  Pty  Ltd

主要仕入先主要売上先

その他

神鋼神戸発電所に発電用石炭・副原料を納入し神戸市の
最大70%の電力を供給する神鋼神戸発電所を側面より
サポートしています。 

ボイラー用石炭

鉄にあらゆる特性をもたらす合金鉄は多種多様に存在
し、神鋼商事は国内や海外に多数の仕入ソースを有して
います。

合金鉄

鉄鉱石やコークス用石炭、石灰石などの製鉄主原料及び 
副原料を調達し、神戸製鋼所への安定供給を行ってい
ます。     

鉄鋼原料

神鋼商事は、神戸製鋼所と協業し、国内外問わずスラ
グの安定供給に貢献しています。

スラグ

チタンは航空機や海水淡水化プラントなどで使用され、
神鋼商事はチタンの原料であるスポンジやスクラップを 
供給しています。     

チタン原料

石炭からコークスを作る際に発生するブリーズ(粉)を電
気炉メーカーや合金鉄メーカーなどに供給しています。

コークスブリーズ

Kobelco Trading India Private Limited
［ニューデリー本社］

神鋼商貿（上海）有限公司
［北京支店］

（株）神戸製鋼所 

神鋼スラグ製品（株）

Glencore Coal Sales Pty Ltd.

日鉄鉱業（株）

住友大阪セメント（株） 

太平洋セメント（株）

宇部興産（株）

Santhad Group Co., Ltd. 

（株）漢那商店 

松本産業（株）

大阪チタニウムテクノロジーズ（株）

冷鉄源(銑鉄・地金)

スラグ製品、コークスブリーズ

石炭

石灰石

石灰石

石灰石

石灰石

ドロマイト

冷鉄源(メタルチャージ・鉄スクラップ)

鉄スクラップ

チタン原料(スポンジ)

主要取扱製品会社名

ブリスベン事務所

シドニー事務所

Kobelco Trading Vietnam Co., Ltd.
［ホーチミン本社、ハノイ事務所］

ヤンゴン支店

製鉄・製鋼原料

石炭、鉄鉱石、コークス、製鋼用銑鉄、還元鉄（HBI）、
鉄スクラップ、ステンレス屑、含チタン鉄鉱石、石灰石、
ドロマイト、合金鉄、亜鉛、電極、耐火物、石油製品、
加炭材、その他副原料

チタンスポンジ、コークブリーズ、スラグ製品、
スラグ微粉末（ケイメント）、セメント、廃プラ固形燃料（RPF）、
セメント二次製品、砂鉄、合成樹脂、化成品、チタン屑、
新素材、その他副資材

モランバノース炭鉱プロジェクト

鉄スクラップ
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事 業 戦 略

OUR STRATEGY

神戸製鋼グループの一員としての
技術的なバックボーンこそ、
私たちの強み。

　アルミや銅製品に付加価値を加えた商品を販売する上で

製品の特性を理解していることは神鋼商事の大きな強みで

す。神鋼商事は神戸製鋼グループの技術とリソースを使用で

きるという技術的なバックボーンがあり、お客様と一歩踏み

込んだ話をすることができます。また、当社のグローバル加

工拠点は神戸製鋼所の製品のみならず国内外の様々なメー

カーの素材も取り扱い、各社の素材の特徴を把握し、お客

様の用途と仕様に合わせた材料選定と加工体制を整えてい

ます。神鋼商事では中国や東南アジアの拠点を中心に、きめ

細かいネットワークを張り巡らせ、日本と同一品質のサービ

スとメーカー商社だからこその「安心感」を提供することを

実現しています。

お客様の高度な要望に応え、
サプライチェーンの一部となる。

　自動車や鉄道車両、航空機などの輸送関連分野で、軽量

化による省エネルギーの促進にアルミの部材が欠かせない

存在となっています。温室効果ガス削減のために車体軽量化

が進められています。この車体軽量化に貢献しているのがア

ルミ部材です。現在は日米欧が中心となり進められている車

体の軽量化ですが、地球温暖化防止という世界規模の問題

解決のために、今後、新興国市場を含めた世界的なトレンド

となることが予想されます。銅関連では、ハイブリッド車や

自動車電装品の増加と、携帯情報端末の世界的な普及に伴

い、需要が伸びています。端子コネクタ類は強度と軟性が求

められるため、数ある総合金を熟知し、素材メーカーと需要

家の架け橋となっています。

　神鋼商事では、多様化するお客様のニーズに応えるため、

中国にアルミの加工工場を設け、単に素材を仕入れて、お客

様に販売するだけではなく、ニーズに合わせて商品を加工し

販売することで、お客様のご要望を実現するとともに、サプ

ライチェーンの一部となることを目指しています。

独
自
の
加
工
拠
点
を
活
用
し
た

付
加
価
値
の
高
い
商
品
で

お
客
様
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
。

次世代を担う高度な製品を
安定供給するために。

非鉄金属本部は常に世界の流れを捉え、時代を先

読みし、お客様のニーズに応え続けてきました。私

たちが主に扱うのがアルミと銅。その中でも、近年、

注目されているのがアルミです。環境負荷軽減のた

めにアルミを使用して自動車の軽量化を目指す動き

は世界的なトレンドとなっています。

NON
FERROUS
METALS

非鉄金属
本部

中国のアルミ加工工場「蘇州神商金属有限公司」
スリッターライン
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事 業 戦 略

OUR STRATEGY

神戸製鋼グループの一員としての
技術的なバックボーンこそ、
私たちの強み。

　アルミや銅製品に付加価値を加えた商品を販売する上で

製品の特性を理解していることは神鋼商事の大きな強みで

す。神鋼商事は神戸製鋼グループの技術とリソースを使用で

きるという技術的なバックボーンがあり、お客様と一歩踏み

込んだ話をすることができます。また、当社のグローバル加

工拠点は神戸製鋼所の製品のみならず国内外の様々なメー

カーの素材も取り扱い、各社の素材の特徴を把握し、お客

様の用途と仕様に合わせた材料選定と加工体制を整えてい

ます。神鋼商事では中国や東南アジアの拠点を中心に、きめ

細かいネットワークを張り巡らせ、日本と同一品質のサービ

スとメーカー商社だからこその「安心感」を提供することを

実現しています。

お客様の高度な要望に応え、
サプライチェーンの一部となる。

　自動車や鉄道車両、航空機などの輸送関連分野で、軽量

化による省エネルギーの促進にアルミの部材が欠かせない

存在となっています。温室効果ガス削減のために車体軽量化

が進められています。この車体軽量化に貢献しているのがア

ルミ部材です。現在は日米欧が中心となり進められている車

体の軽量化ですが、地球温暖化防止という世界規模の問題

解決のために、今後、新興国市場を含めた世界的なトレンド

となることが予想されます。銅関連では、ハイブリッド車や

自動車電装品の増加と、携帯情報端末の世界的な普及に伴

い、需要が伸びています。端子コネクタ類は強度と軟性が求

められるため、数ある総合金を熟知し、素材メーカーと需要

家の架け橋となっています。

　神鋼商事では、多様化するお客様のニーズに応えるため、

中国にアルミの加工工場を設け、単に素材を仕入れて、お客

様に販売するだけではなく、ニーズに合わせて商品を加工し

販売することで、お客様のご要望を実現するとともに、サプ

ライチェーンの一部となることを目指しています。

独
自
の
加
工
拠
点
を
活
用
し
た

付
加
価
値
の
高
い
商
品
で

お
客
様
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
。

次世代を担う高度な製品を
安定供給するために。

非鉄金属本部は常に世界の流れを捉え、時代を先

読みし、お客様のニーズに応え続けてきました。私

たちが主に扱うのがアルミと銅。その中でも、近年、

注目されているのがアルミです。環境負荷軽減のた

めにアルミを使用して自動車の軽量化を目指す動き

は世界的なトレンドとなっています。

NON
FERROUS
METALS

非鉄金属
本部

中国のアルミ加工工場「蘇州神商金属有限公司」
スリッターライン

21 22



● 国内子会社　● 海外事業所　● 海外子会社　● 海外関連会社

※2019年7月現在  

銅製品

アルミ・銅加工品

アルミ製品

鋳鍛造品

アルミ・銅原料

非鉄金属本部が扱う主な商品

2007年に中国蘇州市に設立した「蘇州神商金属有限公司」は、自動車・IT・建材分野向けを中心に母材であるアル

ミコイルの加工切断を行っております。中国では、環境規制厳格化の中、電気自動車化に伴う自動車の軽量化の需要

が高まっており、2018年10月に設備増強を実施し、自動車用アルミ材料の加工能力を強化、及び製品の多様性を高

めて参りました。

2010年に設立した「神商精密器材（蘇州）有限公司」は、液晶・半導体製造装置向けを中心にアルミ製品の機械加

工を行っており、2018年に新設した第二工場が稼働しております。

また、2013年に和伸工業グループと合弁にて設立した「Vina Washin Aluminum Co., Ltd」は、ベトナム・ホーチミ

ン北部に位置し、溶解・鋳造から加工までアルミ押出加工品の一貫生産を行っております。2019年には当社からの

増資を受け、現地での高品質・高強度のアルミ製品の供給と安定に貢献しております。

海外拠点の設備増強による

供給の安定化を促進
TOPICS

1

グローバル拠点

当社は、2014年7月筒中金属産業株式会社が新設分割により設立したコベルコ筒中トレーディング株式会社を子会社

化し、2015年5月には筒中金属産業の子会社であった韓国筒中滑川アルミニウム株式会社（現 KTN Co., Ltd.）を子

会社化、さらに 2016年1月には中山金属株式会社及び同社海外子会社を子会社化しました。2019年 7月にはコベ

ルコ筒中トレーディングと中山金属を合弁し、神鋼商事メタルズ株式会社へと商号変更しました。このように国内外で

非鉄金属流通体制のさらなる強化を図っております。

神鋼商事メタルズは、非鉄金属材料の素材及び加工品の販売会社で、自動車及び液晶・半導体製造装置、二輪分野

等に多くの顧客を有しており、当社とのシナジー効果が期待されます。KTN Co., Ltd. は韓国におけるアルミ高精度板

の切断加工・卸売事業を営んでおり、当社グループとしては韓国初の非鉄金属加工・販売拠点となり、同社を通じて

海外における需要家のサプライチェーンの効率化に貢献していきます。

非鉄金属流通体制を強化
TOPICS

2

ドバイ事務所

Shinsho Europe GmbH
［デュッセルドルフ］

Shinsho American Corporation
［デトロイト本社］

神鋼商貿（上海）有限公司
［上海本社］

韓国神商株式会社
［ソウル郊外］
KTN Co., Ltd.
［ソウル郊外］

Kobelco Trading India Private Limited 
［チェンナイ事務所］

神鋼商貿（上海）有限公司
［成都支店］

神鋼商貿（上海）有限公司
［広州支店］

Thai Escorp Ltd. 
［バンコク本社、ボーウィン支店、アユタヤ支店、アマタナコーン支店］

Nakayama Metal Limited 
［バンコク］

PT.Kobelco Trading Indonesia
［ジャカルタ］
PT.NAKAYAMA
［ジャカルタ］

Shinko Shoji Singapore Pte. Ltd.

炫馥金属国際（上海）有限公司

Shinsho（Philippines）Corporation
［マニラ］

上海神商貿易有限公司

Shinsho（Malaysia）Sdn. Bhd.
［クアラルンプール本社、ペナン事務所］

神商精密器材（蘇州）有限公司
蘇州神商金属有限公司

［蘇州本社］

台湾神商股份有限公司
［台北事務所、新竹事務所、桃園事務所］

Kobelco Trading Vietnam Co., Ltd.
［ホーチミン本社、ハノイ事務所］
Vina Washin Aluminum Co., Ltd
［ホーチミン］

主要仕入先主要売上先

(株)  神戸製鋼所※

因幡電機産業  (株)※

住友電装  (株)※

矢崎総業  (株)※

古河電気工業  (株)※

(株) 尼崎パイプ製作所※

（株）豊栄商会※

三菱電機（株）※

川崎重工業（株）

東京エレクトロン
テクノロジーソリューションズ（株）

三桜工業（株）※

パナソニック（株）※

KAIFA TECHNOLOGY (HK) LIMITED

（株）SUBARU

冨士発條（株）

太平洋精工（株）※

サンケン電気（株）

マツダ  (株)

JX金属（株）

日立ジョンソンコントロールズ空調（株）

Naito Asia Sdn. Bhd. 
［クアラルンプール］

カラーレーザープリンターの普及により、アルミ製複写ド
ラムの需要は年々増えています。高品質な複写ドラム材
料を二次加工メーカーへ供給すると同時に、プリンター
メーカーへ製品を納品するなど、製造から販売までを
行っています。

複写ドラム

神戸製鋼所が誇る薄肉化技術で生産された銅管。神鋼
商事はエアコンをはじめとする熱交換器用チューブやヒー
トパイプの提供により、快適な社会環境の創造に貢献し
ています。

各種高性能異形電熱管

神戸製鋼所の高品質アルミ板材の加工から販売まで、幅
広い事業展開を行っています。また、関心が高まる自動
車用アルミ材のニーズに対応し、新たなアルミニウムの可
能性を追求しています。

アルミ板

半導体製品の素材として欠かせないリードフレーム。
素材から製品まで一貫生産体制によって生産された神
戸製鋼所の高品質な製品を、半導体メーカー等へ供給
しています。

リードフレーム

ICの小型化・高集積化に対応したIC用リードフレーム
材をはじめ、車載用端子・コネクターなど、神戸製鋼所
の高い技術力から生まれる銅合金板条製品を提供し、幅
広い産業分野に貢献しています。

電子材料用銅板条

Kobelco Trading India Private Limited
［ニューデリー本社］

神鋼商貿（上海）有限公司
［北京支店］

神鋼商貿（上海）有限公司
［大連事務所］ （株）神戸製鋼所

神鋼リードミック（株）

神鋼メタルプロダクツ（株）

コベルコ鋼管（株）

（株）コベルコ科研

神鋼ノース（株）

神鋼アルミ線材（株）

神鋼建材工業（株）

Kobe Electronics Material (Thailand) Co., Ltd

Kobelco & Materials Copper Tube (Malaysia) Sdn. Bhd. 

Kobelco & Materials Copper Tube (Thailand) Co., Ltd. 

Singapore Kobe Pte. Ltd.

Kobe Aluminum Automotive Products, LLC

アルミ・銅板条　他

空調用銅管
(内面溝付管、平滑管、異形電熱管)、
建設・給湯用銅管(平滑管、樹脂被覆管)

リードフレーム、スタンピング

復水管製造、鋼連鋳用モールド

継目無ステンレス鋼管、精密細管、特殊管

試験研究事業、ターゲット材

各種アルミ加工品

アルミ合金線・棒及びアルミ線棒加工品

道路土木製品、構造材製品

空調用ほか溝付銅管・平滑銅管

銅管及び二次加工品

空調用ほか溝付銅管・平滑銅管

銅条のスリッター加工品、リードフレーム

自動車サスペンション用アルミ鍛造品

主要取扱製品会社名

神鋼商事メタルズ株式会社

KTN Co., Ltd.

神商非鉄株式会社
［大阪］

神鋼商事メタルズ株式会社
［東京］

※海外グループ会社を含む（その他合弁会社 4社）

（株）コベルコマテリアル銅管

ヤンゴン支店

神鋼商貿（上海）有限公司
［天津事務所］

蘇州神商金属有限公司
［天津事務所］

蘇州神商金属有限公司

銅及びその合金の板・条・管・棒・線、
熱交換器用銅及び銅合金管

アルミ製品・銅製品を主な素材とした部品、
製品、半製品

アルミニウム及びその合金の板・条・型・管・棒・線・箔

アルミニウム及びマグネシウムの精密鋳鍛造品

銅、アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、
地金・再生地金・故屑全般
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蘇州神商金属有限公司
［瀋陽事務所］



● 国内子会社　● 海外事業所　● 海外子会社　● 海外関連会社

※2019年7月現在  

銅製品

アルミ・銅加工品

アルミ製品 

鋳鍛造品

アルミ・銅原料

非鉄金属本部が扱う主な商品

2007年に中国蘇州市に設立した「蘇州神商金属有限公司」は、自動車・IT・建材分野向けを中心に母材であるアル

ミコイルの加工切断を行っております。中国では、環境規制厳格化の中、電気自動車化に伴う自動車の軽量化の需要

が高まっており、2018年10月に設備増強を実施し、自動車用アルミ材料の加工能力を強化、及び製品の多様性を高

めて参りました。

2010年に設立した「神商精密器材（蘇州）有限公司」は、液晶・半導体製造装置向けを中心にアルミ製品の機械加

工を行っており、2018年に新設した第二工場が稼働しております。

また、2013年に和伸工業グループと合弁にて設立した「Vina Washin Aluminum Co., Ltd」は、ベトナム・ホーチミ

ン北部に位置し、溶解・鋳造から加工までアルミ押出加工品の一貫生産を行っております。2019年には当社からの

増資を受け、現地での高品質・高強度のアルミ製品の供給と安定に貢献しております。

海外拠点の設備増強による

供給の安定化を促進
TOPICS

1

グローバル拠点

当社は、2014年7月筒中金属産業株式会社が新設分割により設立したコベルコ筒中トレーディング株式会社を子会社

化し、2015年5月には筒中金属産業の子会社であった韓国筒中滑川アルミニウム株式会社（現 KTN Co., Ltd.）を子

会社化、さらに 2016年1月には中山金属株式会社及び同社海外子会社を子会社化しました。2019年 7月にはコベ

ルコ筒中トレーディングと中山金属を合弁し、神鋼商事メタルズ株式会社へと商号変更しました。このように国内外で

非鉄金属流通体制のさらなる強化を図っております。

神鋼商事メタルズは、非鉄金属材料の素材及び加工品の販売会社で、自動車及び液晶・半導体製造装置、二輪分野

等に多くの顧客を有しており、当社とのシナジー効果が期待されます。KTN Co., Ltd. は韓国におけるアルミ高精度板

の切断加工・卸売事業を営んでおり、当社グループとしては韓国初の非鉄金属加工・販売拠点となり、同社を通じて

海外における需要家のサプライチェーンの効率化に貢献していきます。

非鉄金属流通体制を強化
TOPICS

2

ドバイ事務所

Shinsho Europe GmbH
［デュッセルドルフ］

Shinsho American Corporation
［デトロイト本社］

神鋼商貿（上海）有限公司
［上海本社］

韓国神商株式会社
［ソウル郊外］
KTN Co., Ltd.
［ソウル郊外］

Kobelco Trading India Private Limited 
［チェンナイ事務所］

神鋼商貿（上海）有限公司
［成都支店］

神鋼商貿（上海）有限公司
［広州支店］

Thai Escorp Ltd. 
［バンコク本社、ボーウィン支店、アユタヤ支店、アマタナコーン支店］

Nakayama Metal Limited 
［バンコク］

PT.Kobelco Trading Indonesia
［ジャカルタ］
PT.NAKAYAMA
［ジャカルタ］

Shinko Shoji Singapore Pte. Ltd.

炫馥金属国際（上海）有限公司

Shinsho（Philippines）Corporation
［マニラ］

上海神商貿易有限公司

Shinsho（Malaysia）Sdn. Bhd.
［クアラルンプール本社、ペナン事務所］

神商精密器材（蘇州）有限公司
蘇州神商金属有限公司

［蘇州本社］

台湾神商股份有限公司
［台北事務所、新竹事務所、桃園事務所］

Kobelco Trading Vietnam Co., Ltd.
［ホーチミン本社、ハノイ事務所］
Vina Washin Aluminum Co., Ltd
［ホーチミン］

主要仕入先主要売上先

(株)  神戸製鋼所※

因幡電機産業  (株)※

住友電装  (株)※

矢崎総業  (株)※

古河電気工業  (株)※

(株) 尼崎パイプ製作所※

（株）豊栄商会※

三菱電機（株）※

川崎重工業（株）

東京エレクトロン
テクノロジーソリューションズ（株）

三桜工業（株）※

パナソニック（株）※

KAIFA TECHNOLOGY (HK) LIMITED

（株）SUBARU

冨士発條（株）

太平洋精工（株）※

サンケン電気（株）

マツダ  (株)

JX金属（株）

日立ジョンソンコントロールズ空調（株）

Naito Asia Sdn. Bhd. 
［クアラルンプール］

カラーレーザープリンターの普及により、アルミ製複写ド
ラムの需要は年々増えています。高品質な複写ドラム材
料を二次加工メーカーへ供給すると同時に、プリンター
メーカーへ製品を納品するなど、製造から販売までを
行っています。

複写ドラム

神戸製鋼所が誇る薄肉化技術で生産された銅管。神鋼
商事はエアコンをはじめとする熱交換器用チューブやヒー
トパイプの提供により、快適な社会環境の創造に貢献し
ています。

各種高性能異形電熱管

神戸製鋼所の高品質アルミ板材の加工から販売まで、幅
広い事業展開を行っています。また、関心が高まる自動
車用アルミ材のニーズに対応し、新たなアルミニウムの可
能性を追求しています。

アルミ板

半導体製品の素材として欠かせないリードフレーム。
素材から製品まで一貫生産体制によって生産された神
戸製鋼所の高品質な製品を、半導体メーカー等へ供給
しています。

リードフレーム

ICの小型化・高集積化に対応したIC用リードフレーム
材をはじめ、車載用端子・コネクターなど、神戸製鋼所
の高い技術力から生まれる銅合金板条製品を提供し、幅
広い産業分野に貢献しています。

電子材料用銅板条

Kobelco Trading India Private Limited
［ニューデリー本社］

神鋼商貿（上海）有限公司
［北京支店］

神鋼商貿（上海）有限公司
［大連事務所］ （株）神戸製鋼所

神鋼リードミック（株）

神鋼メタルプロダクツ（株）

コベルコ鋼管（株）

（株）コベルコ科研

神鋼ノース（株）

神鋼アルミ線材（株）

神鋼建材工業（株）

Kobe Electronics Material (Thailand) Co., Ltd

Kobelco & Materials Copper Tube (Malaysia) Sdn. Bhd. 

Kobelco & Materials Copper Tube (Thailand) Co., Ltd. 

Singapore Kobe Pte. Ltd.

Kobe Aluminum Automotive Products, LLC

アルミ・銅板条　他

空調用銅管
(内面溝付管、平滑管、異形電熱管)、
建設・給湯用銅管(平滑管、樹脂被覆管)

リードフレーム、スタンピング

復水管製造、鋼連鋳用モールド

継目無ステンレス鋼管、精密細管、特殊管

試験研究事業、ターゲット材

各種アルミ加工品

アルミ合金線・棒及びアルミ線棒加工品

道路土木製品、構造材製品

空調用ほか溝付銅管・平滑銅管

銅管及び二次加工品

空調用ほか溝付銅管・平滑銅管

銅条のスリッター加工品、リードフレーム

自動車サスペンション用アルミ鍛造品

主要取扱製品会社名

神鋼商事メタルズ株式会社

KTN Co., Ltd.

神商非鉄株式会社
［大阪］

神鋼商事メタルズ株式会社
［東京］

※海外グループ会社を含む（その他合弁会社 4社）

（株）コベルコマテリアル銅管

ヤンゴン支店

神鋼商貿（上海）有限公司
［天津事務所］

蘇州神商金属有限公司
［天津事務所］

蘇州神商金属有限公司

銅及びその合金の板・条・管・棒・線、
熱交換器用銅及び銅合金管

アルミ製品・銅製品を主な素材とした部品、
製品、半製品

アルミニウム及びその合金の板・条・型・管・棒・線・箔

アルミニウム及びマグネシウムの精密鋳鍛造品

銅、アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、
地金・再生地金・故屑全般
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事 業 戦 略

OUR STRATEGY

ヒト・モノ・カネ・情報を駆使し、
お客様をトータルサポートする。

　機械・情報本部ではお客様にトータルサービスを提供して

います。

　例えば、海外に生産拠点をつくりたいというお客様のニー

ズに対しては、機械設備の選定や納入だけでなく、お客様の

進出先となる各国の法規制や製品の輸出入に関するライセン

スなどの問題解決をサポートするとともに、設備導入後のメ

ンテナンス、部品の供給、オーバーホールといったアフター

サービスまで幅広くサービスを提供します。

　また、必要に応じて生産拠点立ち上げのための資金計画の

サポートなど、ヒト・モノ・カネ・情報を駆使してお客様をトー

タルにサポートします。こうしたサポート機能を一層強化する

とともに、海外ネットワークについてもインド、ベトナム、イン

ドネシアなどでの体制を強化し、より充実したお客様へのサ

ポートの実現を目指します。

強固な海外ネットワークが
私たちの強み。

　機械・情報本部では神戸製鋼グループ製品をはじめ、幅広

いメーカーの機械及び電子・情報分野の製品を扱っています。

ユーザーニーズとメーカーが持つ優れた技術をグローバルに

結びつけることが機械・情報本部の役割です。

　また、製鉄所など各工場で使われる資機材を広く国内外の

ソースから提供するグローバル調達サービスも積極的に行っ

ています。現在、東アジア及びアジア各国、ドバイ、ヨーロッ

パ、アメリカなどに現地法人や事務所を設け、各拠点との連

携により、輸出入ビジネスや三国間ビジネスの拡大を推進し

ています。

　また、これら海外ネットワークを活用し、お客様の海外生

産進出のサポートをはじめ、生産拠点への共同出資や新たな

事業への投資といった試みも行っています。機械・情報本部

では既にビジネス全体の50％以上を海外ビジネスが占めて

いますが、今後、ますますグローバル化を加速していきます。
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スクリュ式小型蒸気発電機「Steam Star」

機械・情報本部

市場ニーズと高い技術力を
結びつけ、新たなビジネスを
生み出す。

各種産業機械及び電子・情報機材を中心に、神戸製

鋼グループをはじめ、幅広いメーカーの優れた技術と

ユーザーニーズを結びつけ、質の高い製品とサービス

を提供しています。また、中国・東南アジアをはじめ

とする海外ネットワークを活かし、グローバルにビジネ

スを展開しています。

MACHINERY
&
ELECTRONICS

25 26



事 業 戦 略

OUR STRATEGY

ヒト・モノ・カネ・情報を駆使し、
お客様をトータルサポートする。

　機械・情報本部ではお客様にトータルサービスを提供して

います。

　例えば、海外に生産拠点をつくりたいというお客様のニー

ズに対しては、機械設備の選定や納入だけでなく、お客様の

進出先となる各国の法規制や製品の輸出入に関するライセン

スなどの問題解決をサポートするとともに、設備導入後のメ

ンテナンス、部品の供給、オーバーホールといったアフター

サービスまで幅広くサービスを提供します。

　また、必要に応じて生産拠点立ち上げのための資金計画の

サポートなど、ヒト・モノ・カネ・情報を駆使してお客様をトー

タルにサポートします。こうしたサポート機能を一層強化する

とともに、海外ネットワークについてもインド、ベトナム、イン

ドネシアなどでの体制を強化し、より充実したお客様へのサ

ポートの実現を目指します。

強固な海外ネットワークが
私たちの強み。

　機械・情報本部では神戸製鋼グループ製品をはじめ、幅広

いメーカーの機械及び電子・情報分野の製品を扱っています。

ユーザーニーズとメーカーが持つ優れた技術をグローバルに

結びつけることが機械・情報本部の役割です。

　また、製鉄所など各工場で使われる資機材を広く国内外の

ソースから提供するグローバル調達サービスも積極的に行っ

ています。現在、東アジア及びアジア各国、ドバイ、ヨーロッ

パ、アメリカなどに現地法人や事務所を設け、各拠点との連

携により、輸出入ビジネスや三国間ビジネスの拡大を推進し

ています。

　また、これら海外ネットワークを活用し、お客様の海外生

産進出のサポートをはじめ、生産拠点への共同出資や新たな

事業への投資といった試みも行っています。機械・情報本部

では既にビジネス全体の50％以上を海外ビジネスが占めて

いますが、今後、ますますグローバル化を加速していきます。

ユ
ー
ザ
ー
の
国
内
外
の
ニ
ー
ズ
に

海
外
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
、

幅
広
く
対
応
す
る
。

スクリュ式小型蒸気発電機「Steam Star」

機械・情報本部

市場ニーズと高い技術力を
結びつけ、新たなビジネスを
生み出す。

各種産業機械及び電子・情報機材を中心に、神戸製

鋼グループをはじめ、幅広いメーカーの優れた技術と

ユーザーニーズを結びつけ、質の高い製品とサービス

を提供しています。また、中国・東南アジアをはじめ

とする海外ネットワークを活かし、グローバルにビジネ

スを展開しています。

MACHINERY
&
ELECTRONICS

25 26



● 国内子会社　● 海外事業所　● 海外子会社

※2019年7月現在

ドバイ事務所

Shinsho Europe GmbH
［デュッセルドルフ］

Shinsho American Corporation
［デトロイト本社］韓国神商株式会社

［ソウル郊外］

Kobelco Trading India Private Limited
［チェンナイ事務所］

神鋼商貿（上海）有限公司
［成都支店］

神鋼商貿（上海）有限公司
［広州支店］

Thai Escorp Ltd.
［バンコク本社、ボーウィン支店、
アユタヤ支店、アマタナコーン支店］

TES E&M Service Co., Ltd.
［バンコク］

PT.Kobelco Trading Indonesia
［ジャカルタ］

Shinsho American Corporation
［サウスカロライナ支店］

Aiken Wire Processing, L.L.C.

Shinsho American Corporation
［ロサンゼルス支店］

神商精密器材（蘇州）有限公司

台湾神商股份有限公司
［台北事務所、新竹事務所、桃園事務所］

Kobelco Trading Vietnam Co., Ltd.
［ホーチミン本社、ハノイ事務所］

神鋼商貿（上海）有限公司
［上海本社］

上海神商貿易有限公司

神鋼商貿（上海）有限公司
［大連事務所］

ヨーロッパならではの特徴ある機械を取り扱い、

多彩なニーズに対応する
TOPICS

1

グローバル拠点

環境・エネルギー分野での

メニューの充実
TOPICS

2

株式会社マツボー
［東京、名古屋、大阪］

株式会社マツボーインドネシア事務所
［ジャカルタ］

株式会社マツボー
欧州事務所

［デュッセルドルフ］

アジア化工株式会社
［大阪、東京］

機械・情報本部が扱う主な商品

グループ会社であるマツボーは、欧米を中心とする世界各国から優れた機械・装置を輸入し、医薬・食品・化学・製紙・

液晶等幅広い産業分野に納入しています。また、納入に先立ち、技術･製品情報の提供等のフォアサービスから、

納入後のメンテナンス、改造・改善案件等のアフターサービスまで、お客様に安心してお使い頂くための一貫したサー

ビス体制を整えています。また、当社海外現地法人各社との連携により、日本からの輸出をはじめとしたグローバ

ルビジネスの拡大を目指しています。

蒸気エネルギー分野においては、工場等で大気放出されている余剰

蒸気を有効利用し、発電することによりCO2削減も可能なMSEG（スク

リュ式小型蒸気発電機）をはじめ、スクリュ式小型蒸気圧縮機

MSRC、高効率の小型バイナリー発電システムであるマイクロバイナ

リー等、商品メニューの充実によりお客様の多様なニーズに対応して

います。また、東アジア向けシリコン加工機の拡販等により、太陽電

池分野でのビジネスの拡大を目指しています。

神鋼商貿（上海）有限公司
［北京支店］

Kobelco Trading India Private Limited
［ニューデリー本社］

Shinsho（Malaysia）Sdn. Bhd.
［クアラルンプール本社、ペナン事務所］ Shinko Shoji Singapore Pte. Ltd.

振動を用いて、食品、化学、鉄鋼、港湾、ゴム、砂糖等様々
な業界で 搬送、ふるい分け、切出し、供給、乾燥、冷
却等幅広い用途に活躍します。     

振動機

液晶ディスプレイや有機ELディスプレイなどのフラットパ
ネルの配線材料としてAL合金や銅・ALなどの純金属ター
ゲットを用途に合わせ提案しています。

ターゲット材

大型圧縮機はターボ式、スクリュ式、レシプロ式で、各
種ガス･空気・蒸気等の用途向けに広範囲に対応します。
汎用タイプは、スクリュ式を中心に、空気圧縮機や冷凍
機等をラインナップしています。

大型圧縮機・汎用コンプレッサ
自動車、建設機械等に使用される各種タイヤ・ゴム機械
（ゴム混練機、タイヤ加硫機、試験機等）をラインナップ
しております。

タイヤ・ゴム機械

先進分野、新素材・高機能材分野向けアークイオンプレー
ティング装置（AIP）、ロールコータ（ロールツーロール
成膜装置）等国内外から高い評価を受けています。

AIP（アークイオンプレーティング）装置

省エネのニーズに応えるスクリュ式小型蒸気発電機。ター
ビン式ではなし得なかった高効率の発電を実現します。

Steam Star（スクリュ式小型蒸気発電機）

バイナリー発電機「マイクロバイナリー」

※海外グループ会社を含む（その他合弁会社 12社）

ヤンゴン支店

Beneq社製R to R 原子層堆積装置 Fedegari社製医薬品製造向け
各種滅菌装置本装置はフレキシブルエレクトロニクスの高い要求レ

ベルに対応する高ガスバリア性を低コスト、単層膜
で達成することが可能です。OLED（ヂスプレイ、照
明）、フレキシブル太陽電池（CIGS,OPV）への直接
封止、フイルムへの高ガスバリア膜付与といったアプ

リケーションに有効な技術で、低コスト材料、低コストで稼働します。高透過膜、
無期膜、単層によるウルトラバリア（例：Al2O3, TiO2）や、様々な基板に有効です。
(例：有機膜、PET、PEN)

産業用滅菌機で知られているイタリア
Fedegari社の医薬品滅菌機　年々厳しく
なりつつある医薬品製造装置GMP基準に
完全適合しており輸出を含めてグローバル

な対応が可能です。滅菌機のみならずGMP洗浄機、VHP除染装置、アイ
ソレータなど、無菌製剤プロセスにおける品質管理に大きく貢献します。

主要仕入先主要売上先

環境・エネルギー関連機器

一般産業機器

化学・食品機械

鉄鋼・非鉄金属関連機器

電子・情報機器

空気ガス関連、蒸気関連、電気関連、水関連

高機能商品、クラッチ・ブレーキ、真空炉・焼結炉、
工業炉、秤量機、充填機・包装機、粉砕ボール、電動機、
減速機、ベアリング、製缶品

加工・混錬・成形、反応・混合・乾燥、配管工事

製鋼、圧延設備、成型・加工、搬送、工事・メンテナンス

スパッタリングターゲット材、FPD関連、ハードディスク関連、
半導体関連、太陽電池

（株）神戸製鋼所

主要取扱製品会社名

タイヤゴム成形機・加硫機・
試験機、押出機、各種ミキサ、
樹脂機械、大型圧縮機、
蒸気発電機、冷熱機、圧延機

ターゲット材、ウエハ検査装置

タイヤ・ゴム機械

熱処理炉

発電装置・コージェネレーション
システム、伝導機器・試験機　　

汎用圧縮機、冷凍機

振動機、クラッチブレーキ、産業用モータ

コベルココンプレッサ（株）

シンフォニアテクノロジー（株）

神鋼造機（株）

（株）コベルコ科研

益陽益神橡膠機械有限公司

島津産機システムズ（株）

（株）神鋼環境ソリューション 水処理装置、純水装置、冷却塔

（株）神戸製鋼所※

コベルコ建機（株）※

（株）トクヤマ

信越化学工業（株）

デンカ（株）

エア・ウォーター（株）

大陽日酸（株）

住友電気工業（株）※

（株）デンソー※

（株）ブリヂストン※

住友ゴム工業（株）※

三菱電機（株）

共英製鋼（株）

日機装（株）※

パナソニック（株）※

シャープ（株）※

SK Materials Co., Ltd. （韓国）

現代自動車（株）（韓国）※

Samsung Display Co., Ltd.（韓国）

華星光電技術有限公司（中国）
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● 国内子会社　● 海外事業所　● 海外子会社

※2019年7月現在

ドバイ事務所

Shinsho Europe GmbH
［デュッセルドルフ］

Shinsho American Corporation
［デトロイト本社］韓国神商株式会社

［ソウル郊外］

Kobelco Trading India Private Limited
［チェンナイ事務所］

神鋼商貿（上海）有限公司
［成都支店］

神鋼商貿（上海）有限公司
［広州支店］

Thai Escorp Ltd.
［バンコク本社、ボーウィン支店、
アユタヤ支店、アマタナコーン支店］

TES E&M Service Co., Ltd.
［バンコク］

PT.Kobelco Trading Indonesia
［ジャカルタ］

Shinsho American Corporation
［サウスカロライナ支店］

Aiken Wire Processing, L.L.C.

Shinsho American Corporation
［ロサンゼルス支店］

神商精密器材（蘇州）有限公司

台湾神商股份有限公司
［台北事務所、新竹事務所、桃園事務所］

Kobelco Trading Vietnam Co., Ltd.
［ホーチミン本社、ハノイ事務所］

神鋼商貿（上海）有限公司
［上海本社］

上海神商貿易有限公司

神鋼商貿（上海）有限公司
［大連事務所］

ヨーロッパならではの特徴ある機械を取り扱い、

多彩なニーズに対応する
TOPICS

1

グローバル拠点

環境・エネルギー分野での

メニューの充実
TOPICS

2

株式会社マツボー
［東京、名古屋、大阪］

株式会社マツボーインドネシア事務所
［ジャカルタ］

株式会社マツボー
欧州事務所

［デュッセルドルフ］

アジア化工株式会社
［大阪、東京］

機械・情報本部が扱う主な商品
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主要仕入先主要売上先

環境・エネルギー関連機器

一般産業機器

化学・食品機械

鉄鋼・非鉄金属関連機器

電子・情報機器

空気ガス関連、蒸気関連、電気関連、水関連

高機能商品、クラッチ・ブレーキ、真空炉・焼結炉、
工業炉、秤量機、充填機・包装機、粉砕ボール、電動機、
減速機、ベアリング、製缶品

加工・混錬・成形、反応・混合・乾燥、配管工事

製鋼、圧延設備、成型・加工、搬送、工事・メンテナンス

スパッタリングターゲット材、FPD関連、ハードディスク関連、
半導体関連、太陽電池

（株）神戸製鋼所

主要取扱製品会社名

タイヤゴム成形機・加硫機・
試験機、押出機、各種ミキサ、
樹脂機械、大型圧縮機、
蒸気発電機、冷熱機、圧延機

ターゲット材、ウエハ検査装置

タイヤ・ゴム機械

熱処理炉

発電装置・コージェネレーション
システム、伝導機器・試験機　　

汎用圧縮機、冷凍機

振動機、クラッチブレーキ、産業用モータ

コベルココンプレッサ（株）

シンフォニアテクノロジー（株）

神鋼造機（株）

（株）コベルコ科研

益陽益神橡膠機械有限公司

島津産機システムズ（株）

（株）神鋼環境ソリューション 水処理装置、純水装置、冷却塔

（株）神戸製鋼所※

コベルコ建機（株）※

（株）トクヤマ

信越化学工業（株）

デンカ（株）

エア・ウォーター（株）

大陽日酸（株）

住友電気工業（株）※

（株）デンソー※

（株）ブリヂストン※

住友ゴム工業（株）※

三菱電機（株）

共英製鋼（株）

日機装（株）※

パナソニック（株）※

シャープ（株）※

SK Materials Co., Ltd. （韓国）

現代自動車（株）（韓国）※

Samsung Display Co., Ltd.（韓国）

華星光電技術有限公司（中国）
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事 業 戦 略

OUR STRATEGY

お客様の信頼を勝ち取り、
海外事業をさらに推進していく。

　今後の国内マーケットの動向の一つとして、2020年の東京

オリンピック開催による建設需要の増加が注目されています。

それに伴い、鉄骨の接合に使われる溶接関連の需要拡大が

予想され、こうしたニーズに確実に応えていきたいと考えて

います。また、海外では、溶接機・溶接ロボットなどのメ

ンテナンスも含めたお客様との長期的なお付き合いが、より

重要度を増すと考えています。

　現在、溶材本部では海外におけるメンテナンス体制の整備を

重点的に行っています。例えば、タイでは神鋼商事の海外拠点

であるタイエスコープにメンテナンス部門を設け、お客様の製

品を定期的に点検・修理することで信頼を勝ち得ています。

今後はこうした取り組みをさらに強化するとともに、アジア

地域のみならず北米にも広げていきたいと考えています。

技術的知見を武器に、
付加価値営業の先端に立つ。

　溶材本部では造船や建築、建設機械、自動車、発電所、

化工機プラントなどの現場で使用される溶接材料のほかに、

溶接ロボットシステムなどの溶接関連機器を扱っています。

溶接材料と溶接ロボットシステムを組み合わせたトータルソ

リューションを提供できる総合力が特徴です。

　神鋼商事の強みは神戸製鋼所の約800銘柄に及ぶ溶接材

料を取り扱っていることにあります。きめ細かい技術サポー

トや、お客様の要望への対応力など付加価値営業の先端に

立つのが神鋼商事の溶材本部です。付加価値営業で必須と

なる、ものづくりに根ざした技術的知識を武器にニーズをい

ち早く捉え、用途に合わせた具体的提案を行う技術営業に

力を入れています。

高
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る
存
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溶材本部
WELDING
質の高い溶接をトータルで
プロデュースしていく。

溶材本部は、「溶接」への広範な関わりによって、多様な

ものづくりを支えています。とくに近年はタイを基軸とし

たASEAN諸国や中国などの溶接ニーズに対応した海外

事業に積極的に挑戦しています。溶材だけでなく溶接ロ

ボットシステムや自動溶接装置といった関連機器も取り

扱うことなどで、総合的な提案を行っています。

LNG船
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● 国内子会社　● 海外事業所　● 海外子会社

※2019年7月現在

溶材本部が扱う主な商品

グローバル拠点

TOPICS

1
自動車業界の進出に合わせSC Tech de Mexico,S.A.de C.V.を設立

TOPICS

2
国内溶材ビジネスの強化を目指し、エスシーウェルを子会社化

Shinsho Mexico S.A. de C.V.

SC Tech de Mexico, S.A. de C.V.

ドバイ事務所

Shinsho Europe GmbH
［デュッセルドルフ］ 韓国神商株式会社

［ソウル郊外］

エスシーウエル株式会社
［大阪］

Kobelco Trading India Private Limited
［チェンナイ事務所］

神鋼商貿（上海）有限公司
［成都支店］

神鋼商貿（上海）有限公司
［広州支店］

Thai Escorp Ltd.
［バンコク本社、ボーウィン支店、
アユタヤ支店、アマタナコーン支店］

TES E&M Service Co., Ltd.
［バンコク］ PT.Kobelco Trading Indonesia

［ジャカルタ］

台湾神商股份有限公司
［台北事務所、新竹事務所、桃園事務所］

Shinko Shoji Singapore Pte. Ltd.Shinsho（Malaysia）Sdn. Bhd.
［クアラルンプール本社、ペナン事務所］

北米地域への日系自動車・建機ユーザーの進出に合わせ、溶材本部では溶

接関連機器の提案活動を展開しています。その一環としてメキシコにおいて、

日系自動車本体・部品メーカー向けに溶接設備ユニットの製造・販売会社

SC Tech de Mexico, S.A. de C.V.を設立することで、ユーザー密着の新たな

ビジネスモデルの確立に挑戦しています。 溶接に必要なアークを発生させる機器。被覆アーク溶接機、
炭酸ガスアーク溶接機ほか、種々の溶接機を取り扱っています。

溶接機

神鋼商貿（上海）有限公司
［上海本店］

上海神商貿易有限公司

神鋼商貿（上海）有限公司
［大連事務所］

神鋼商貿（上海）有限公司
［北京支店］

Shinsho（Philippines）Corporation
［マニラ］

神鋼商貿（上海）有限公司
［武漢事務所］

Shinsho American Corporation
［デトロイト本社］

Shinsho American Corporation
［ロサンゼルス支店］

Shinsho American Corporation
［サウスカロライナ支店］

Aiken Wire Processing, L.L.C.

Kobelco Trading Vietnam Co., Ltd.
［ホーチミン本社、ハノイ事務所］

レーザービームにより切断・溶接を行う装置。
新たな溶接方式として注目を集め、市場の拡大が期待さ
れています。

レーザー溶接機

溶接材料の生産に必要な、鉱物・金属類・合金鉄などの
原料をグローバル調達し販売しています。

溶剤原料

Kobelco Trading India Private Limited
［ニューデリー本社］

ヤンゴン支店

国内外で当社ブランドの浸透を目指しています

溶材本部がお届けする神戸製鋼所の溶接材料は、被覆
アーク溶接棒から自動・半自動溶接用ワイヤ、フラック
スに至るまで約800銘柄に及び、様々な溶接条件に適
応した技術商品として高い評価を受けています。

溶接材料

溶接の無人化を実現した鉄骨、橋梁、建設機械などの溶
接ロボットシステム。溶材本部ではユーザーニーズにきめ
細かく対応した、高速で安定した溶接品質を実現してい
ます。

溶接ロボットシステム当社は、2016年4月に株式会社神戸製鋼所（以下、神戸製鋼）の子会社であるエヌ

アイウエル株式会社を株式取得により子会社化し、併せて「エスシーウエル株式会社

（以下、エスシーウエル）」と社名を変更しました。

国内での溶接材料の需要は、建築鉄骨、造船を中心に当面は堅調に推移していくこと

が見込まれますが、引続き技術営業力の強化を進めていく必要があります。

同社は、国内を中心に溶接材料、溶接機器、産業用機械等の販売を行っており、当社の商社としての事業領域でシナジーを追求することで、

当社グループの商社機能のさらなる強化を図るべく取り組んでいます。

主要取引業界

造船関連

鉄骨関連 建設機械関連 化工機関連

鉄骨関連

橋梁関連

建機関連

自動車関連

重電関連

化工機関連

製缶関連

溶接材料関連

その他

溶接関連機器 溶接材料 

生産材料 

溶接ロボット及びFAシステム、アーク溶接機、抵抗溶接機、
レーザー溶接機、レーザー切断機、プラズマ切断機、ガス切断機、
スタッド溶接機、高圧ガス容器、省力化自動溶接装置並びに
周辺機器、乾燥器、搬送台車、ロー付関連機材、集塵機

被覆アーク溶接棒、ソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ、
サブマージアーク溶接ワイヤ・フラックス、
不活性ガスワイヤー、溶接用補助材料

合金鉄・金属粉末、鉱産物、イルメナイト、
フープ材（軟鋼、ステンレス鋼）、
樹脂及び樹脂成形品、特殊鋼線材、溶接ワイヤー用スプール、
ポリプロピレン樹脂、原紙及びダンボール製品、包装材
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● 国内子会社　● 海外事業所　● 海外子会社

※2019年7月現在
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接関連機器の提案活動を展開しています。その一環としてメキシコにおいて、
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［上海本店］

上海神商貿易有限公司

神鋼商貿（上海）有限公司
［大連事務所］

神鋼商貿（上海）有限公司
［北京支店］

Shinsho（Philippines）Corporation
［マニラ］

神鋼商貿（上海）有限公司
［武漢事務所］

Shinsho American Corporation
［デトロイト本社］

Shinsho American Corporation
［ロサンゼルス支店］

Shinsho American Corporation
［サウスカロライナ支店］

Aiken Wire Processing, L.L.C.

Kobelco Trading Vietnam Co., Ltd.
［ホーチミン本社、ハノイ事務所］

レーザービームにより切断・溶接を行う装置。
新たな溶接方式として注目を集め、市場の拡大が期待さ
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レーザー溶接機

溶接材料の生産に必要な、鉱物・金属類・合金鉄などの
原料をグローバル調達し販売しています。

溶剤原料

Kobelco Trading India Private Limited
［ニューデリー本社］

ヤンゴン支店

国内外で当社ブランドの浸透を目指しています

溶材本部がお届けする神戸製鋼所の溶接材料は、被覆
アーク溶接棒から自動・半自動溶接用ワイヤ、フラック
スに至るまで約800銘柄に及び、様々な溶接条件に適
応した技術商品として高い評価を受けています。

溶接材料

溶接の無人化を実現した鉄骨、橋梁、建設機械などの溶
接ロボットシステム。溶材本部ではユーザーニーズにきめ
細かく対応した、高速で安定した溶接品質を実現してい
ます。

溶接ロボットシステム当社は、2016年4月に株式会社神戸製鋼所（以下、神戸製鋼）の子会社であるエヌ

アイウエル株式会社を株式取得により子会社化し、併せて「エスシーウエル株式会社

（以下、エスシーウエル）」と社名を変更しました。

国内での溶接材料の需要は、建築鉄骨、造船を中心に当面は堅調に推移していくこと

が見込まれますが、引続き技術営業力の強化を進めていく必要があります。

同社は、国内を中心に溶接材料、溶接機器、産業用機械等の販売を行っており、当社の商社としての事業領域でシナジーを追求することで、

当社グループの商社機能のさらなる強化を図るべく取り組んでいます。

主要取引業界

造船関連

鉄骨関連 建設機械関連 化工機関連

鉄骨関連

橋梁関連

建機関連

自動車関連

重電関連

化工機関連
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溶接材料関連

その他

溶接関連機器 溶接材料 

生産材料 

溶接ロボット及びFAシステム、アーク溶接機、抵抗溶接機、
レーザー溶接機、レーザー切断機、プラズマ切断機、ガス切断機、
スタッド溶接機、高圧ガス容器、省力化自動溶接装置並びに
周辺機器、乾燥器、搬送台車、ロー付関連機材、集塵機

被覆アーク溶接棒、ソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ、
サブマージアーク溶接ワイヤ・フラックス、
不活性ガスワイヤー、溶接用補助材料

合金鉄・金属粉末、鉱産物、イルメナイト、
フープ材（軟鋼、ステンレス鋼）、
樹脂及び樹脂成形品、特殊鋼線材、溶接ワイヤー用スプール、
ポリプロピレン樹脂、原紙及びダンボール製品、包装材
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GLOBAL
STRATEGY
世界中のニーズに

いかに迅速に

応えるか。

私たちにはまだ

できることがある。

私たち神鋼商事グループは「神戸製鋼グループの中核となるグローバル商社を

目指す」という長期経営ビジョンの実現のため、また、世界各地のローカルニーズ

にきめ細かく対応していくために「グローバルビジネスの加速」を全体戦略の一

つに掲げ、海外グローバル拠点の拡充を進めていくとともに、海外拠点の機能・

連携強化を推進しています。

海外拠点の機能・連携強化

3大地域における機能・連携強化

重点実施課題（全般）

アセアン・インド

●11社1支店のネットワークを活用し、自動車・二

輪業界、鉄鋼・非鉄原料等での取引拡大
●インフラ需要（ベトナム、ミャンマー、カンボジ

アなど）取り込みのための情報収集・域内連携

の推進

●現地販売拠点（北米、メキシコ）、線材二次加

工拠点（北米、メキシコ）、および本体（日本）

の連携による北中米線材ビジネスの強化

北米・メキシコ

●神鋼商貿（上海）を中心に、神戸製鋼グループ会

社、自動車業界、液晶パネル業界等での取引

拡大
●アルミ加工拠点の拡充

東アジア

●神戸製鋼グループ各社との更なる連携強化、新しい海外プロジェク卜への貢献・対応強化

●新たにグループに加わった会社・拠点（日本、メキシコ、中国、韓国、タイ、インドネシアなど）含めた

サプライチェーン拡大・強化

●将来への布石として、引続き新規進出地域を調査・検討（カンボジアほか）
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子会社 関連会社 事務所

KTN Co., Ltd.12

韓国神商株式会社11

上海神商貿易有限公司2

神鋼商貿（上海）有限公司 5

神商大阪精工（南通）有限公司 1

炫馥金属国際（上海）有限公司6

Allmet Co., Ltd.13

音戸神商精工（南通）有限公司 8

神鋼特殊鋼線（平湖）有限公司 9VSC Shinsho Company, Limited7

台湾神商股份有限公司 10

台北

ソウル

成都

上海

重慶

蘇州神商金属有限公司3

神商精密器材（蘇州）有限公司4

○設　　立 : 2002年8月

○事業内容 : チタン素材販売、チタン他特殊金属製品の加工及び販売

○設　　立 : 2003年3月

○事業内容 : アルミ板の切断加工・卸売事業

幅広いビジネスでお客様をサポート

韓国神商の特徴は5部門全てを取り扱うビジネスの幅広さ。
各部門間のビジネスが絡み合うことで新たなビジネスの発展
にも繋がるなど、高いポテンシャルを備えています。また、ベ
トナムに駐在員を派遣する等、海外現法間の取引拡大にも注
力しています。

○設　　立 : 2005年1月

○事業内容 : 鉄鋼鋼板・自動車部品(鋳物品
等)、鉄鋼原料、非鉄金属、溶接
材料、ケニーコートCoating、電
子材料、化学Plant用設備及び
部品類等の売買及び輸出入

中国における神鋼商事の貿易の要

中国における保税取引と仲介貿易取引の実施に関して、制度上、上
海神商貿易は大きな機能的役割を担っています。上海神商貿易があ
る外高橋保税区は自由貿易試験区に指定されており、長年、現地で
の信頼を勝ち得てきた上海神商貿易は、神鋼商貿(上海）との連携
を背景にさらなる成長が期待されています。

○設　　立 : 1998年4月

○事業内容 : 国際貿易と貿易のコンサルティング、
保税区企業間の貿易代理、商業的な
簡単加工

上海神商貿易有限公司 2

アルミコイルセンターとして10年の実績
現在は急拡大する自動車分野に注力中

母材（神戸製鋼、中国国内ミル、欧米ミル）のスリット、シャー
リング加工、特殊加工に加え、充実した検査機能（引張試験
可能、検査機での表面品質保証）で安心できる材料をお届け
しています。

○設　　立 : 2006年7月

○事業拠点 : 

○事業内容 : 

蘇州本社、天津事務所
藩陽事務所

アルミ圧延材のスリット・
シャーリング加工及び販売

蘇州神商金属有限公司3

韓国神商株式会社11

KTN Co., Ltd.12

Allmet Co., Ltd.13

GLOBAL STRATEGY

EAST ASIA

炫馥金属国際（上海）有限公司6

○設　　立 : 2003年11月 

○事業内容 : 非鉄金属材料の素材及び加工品の販売

鍛造部品製造メーカーとしての地位を目指す

冷間圧造部品、ギヤ半製品及びナッ
ト半製品の製造・販売。

神商大阪精工（南通）有限公司 1

○設　　立 : 2013年1月

○事業内容 :

同じ工業団地にある音戸神商精工（南通）有限公司へディファレンシャ
ルギヤ半製品を供給する重要な上工程を担いつつ、同社のオンドグ
ループ（日本、タイ）への輸出においてサプライチェーンの一翼を担う
鍛造部品製造メーカーとして堅実かつ強固な地位を築くことを目指す。

台湾神商股份有限公司 10

○設　　立 : 1992年11月

○所  在  地 ： 

○事業内容 : 鉄鋼、非鉄金属、機械、情報、
電子材料・原材料、溶接関連
機器の売買及び輸出入

台北事務所、新竹事務所、
桃園事務所

高度なニーズに対応できる連携体制を構築する

台湾神商では高付加価値商品の取り扱いや、高品質・低価格
ベンダーの開拓などに注力しています。台湾神商の強みである
高いコミュニケーション能力を活かし、ベンダー各社の連携体
制を構築し、高度な技術課題のソリューションに努めています。

神鋼特殊鋼線（平湖）有限公司 9
○設　　立 : 2007年11月

○事業内容 : CHワイヤー及び軸受けワイヤーの製造及び販売

中国市場を舞台に神鋼商事の
グローバルビジネスを牽引

中国国内の販売権と輸入権を持つ商社として、神鋼商事の持
つ5つの事業領域をカバー。神戸製鋼グループの中核商社と
して蓄積されたノウハウを中国に展開。特に情報機能、流通
機能、メンテナンス機能に力点を置いた「機能商社」を目指
します。

神鋼商貿（上海）有限公司 5

上海本社、北京支店、広州支店、
成都支店、大連事務所、 武漢事
務所、天津事務所

神商精密器材（蘇州）有限公司4

新たにアルミ厚板の切断・販売の事業に進出

神商精密器材（蘇州）の工場は多品種少量型。顧客ニーズを
把握し品質設計を行い、付加価値の高い製品を提供していま
す。アルミ厚板の在庫・切断販売についても事業化し、今後
は加工事業だけでなく素材事業にも進出。さらに、生産能力
の増強を図っていきます。

○設　　立 : 2010年12月

○事業内容 :

VSC Shinsho Company, Limited7
○設　　立 : 1993年7月

○事業内容 : 中国コイルセンターへの投資・運営及び鉄鋼・非鉄金属・
　　　　　　機械等の売買及び輸出入

○設　　立 : 2012年2月

○事業内容 : 自動車用デファレンシャルギア及びエンジン、ミッション、
　　　　　　 足回り部品の製造及び販売

音戸神商精工（南通）有限公司 8

韓国における需要家のサプライチェーンに貢献

2015年7月に子会社化。同国においてアルミ高精度厚板の切
断加工・卸売事業を中心としたビジネス展開をしています。神
戸製鋼と日本軽金属の高品質なアルミ板を定尺版及びお客様
のご要望のサイズにて提供することで、お客様の前工程省略、
コストダウンに貢献します。

液晶・ソーラーパネル製造装置
用アルミ部品の製造、ターゲッ
ト材ボンディング加工、アルミ
厚板の切断加工及びこれら製
品の販売

鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄金属並
びにその半製品・製品、電子関
連材料及び各種の機器・機械・
設備及び関連部品、溶接材料
等の売買及び輸出入、コミッ
ション代理及び上記商品の輸
出入業務、機器、機械、設備の
メンテナンス、その他関連サー
ビス
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子会社 関連会社 事務所
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○設　　立 : 2003年11月 

○事業内容 : 非鉄金属材料の素材及び加工品の販売

鍛造部品製造メーカーとしての地位を目指す

冷間圧造部品、ギヤ半製品及びナッ
ト半製品の製造・販売。

神商大阪精工（南通）有限公司 1

○設　　立 : 2013年1月

○事業内容 :

同じ工業団地にある音戸神商精工（南通）有限公司へディファレンシャ
ルギヤ半製品を供給する重要な上工程を担いつつ、同社のオンドグ
ループ（日本、タイ）への輸出においてサプライチェーンの一翼を担う
鍛造部品製造メーカーとして堅実かつ強固な地位を築くことを目指す。

台湾神商股份有限公司 10

○設　　立 : 1992年11月

○所  在  地 ： 

○事業内容 : 鉄鋼、非鉄金属、機械、情報、
電子材料・原材料、溶接関連
機器の売買及び輸出入

台北事務所、新竹事務所、
桃園事務所

高度なニーズに対応できる連携体制を構築する

台湾神商では高付加価値商品の取り扱いや、高品質・低価格
ベンダーの開拓などに注力しています。台湾神商の強みである
高いコミュニケーション能力を活かし、ベンダー各社の連携体
制を構築し、高度な技術課題のソリューションに努めています。

神鋼特殊鋼線（平湖）有限公司 9
○設　　立 : 2007年11月

○事業内容 : CHワイヤー及び軸受けワイヤーの製造及び販売

中国市場を舞台に神鋼商事の
グローバルビジネスを牽引

中国国内の販売権と輸入権を持つ商社として、神鋼商事の持
つ5つの事業領域をカバー。神戸製鋼グループの中核商社と
して蓄積されたノウハウを中国に展開。特に情報機能、流通
機能、メンテナンス機能に力点を置いた「機能商社」を目指
します。

神鋼商貿（上海）有限公司 5

上海本社、北京支店、広州支店、
成都支店、大連事務所、 武漢事
務所、天津事務所

神商精密器材（蘇州）有限公司4

新たにアルミ厚板の切断・販売の事業に進出

神商精密器材（蘇州）の工場は多品種少量型。顧客ニーズを
把握し品質設計を行い、付加価値の高い製品を提供していま
す。アルミ厚板の在庫・切断販売についても事業化し、今後
は加工事業だけでなく素材事業にも進出。さらに、生産能力
の増強を図っていきます。

○設　　立 : 2010年12月

○事業内容 :

VSC Shinsho Company, Limited7
○設　　立 : 1993年7月

○事業内容 : 中国コイルセンターへの投資・運営及び鉄鋼・非鉄金属・
　　　　　　機械等の売買及び輸出入

○設　　立 : 2012年2月

○事業内容 : 自動車用デファレンシャルギア及びエンジン、ミッション、
　　　　　　 足回り部品の製造及び販売

音戸神商精工（南通）有限公司 8

韓国における需要家のサプライチェーンに貢献

2015年7月に子会社化。同国においてアルミ高精度厚板の切
断加工・卸売事業を中心としたビジネス展開をしています。神
戸製鋼と日本軽金属の高品質なアルミ板を定尺版及びお客様
のご要望のサイズにて提供することで、お客様の前工程省略、
コストダウンに貢献します。

液晶・ソーラーパネル製造装置
用アルミ部品の製造、ターゲッ
ト材ボンディング加工、アルミ
厚板の切断加工及びこれら製
品の販売

鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄金属並
びにその半製品・製品、電子関
連材料及び各種の機器・機械・
設備及び関連部品、溶接材料
等の売買及び輸出入、コミッ
ション代理及び上記商品の輸
出入業務、機器、機械、設備の
メンテナンス、その他関連サー
ビス
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ハノイ

ホーチミンシティ

ブリスベン

シドニー

キャンベラ
メルボルン

ジャカルタ

クアラルンプール

シンガポール

マニラ
チェンマイ

ヤンゴン
バンコク

Shinsho (Philippines)
Corporation

Thai Escorp Ltd.

TES E&M Service Co., Ltd.

Nakayama Metal Limitedヤンゴン支店

PT.NAKAYAMA 

Vina Washin Aluminum Co., Ltd

Kobelco Trading
Vietnam Co., Ltd.

Shinsho (Malaysia)
Sdn. Bhd.

Ondo Shinsho
 (Thailand) Co., Ltd.

Naito Asia Sdn. Bhd. 

ブリスベン事務所

子会社 関連会社 事務所

2

1

4

3

5

Shinko Shoji Singapore Pte. Ltd.8

PT.Kobelco Trading Indonesia6

Kobelco Trading
Australia Pty Ltd14

9

7

11

10

12

13

15

シドニー事務所16

SOUTHEAST 
ASIA 
AUSTRALIA 

GLOBAL STRATEGY

非鉄金属と溶接材料主体のビジネスから、
さらなる商品展開へ
神商フィリピンの強みは輸出加工区向けに無税で輸入／
在庫販売ができる点にあります。現在、飲料缶用のアル
ミ板と半導体向けの銅板及び造船所向けの溶接材料の
販売に特化しています。将来的には、鉄鋼原料や鉄鋼
製品の取扱いを増やし、事業拡大を目指します。

○設　　立 : 2005年8月

○事業内容 : 非鉄金属、溶材製品等
の売買及び輸出入

1988年設立、現地に根ざした老舗企業として
さらなる成 長を目指す。

○設　　立 : 1988年5月

○事業拠点 ： 

○事業内容 ：鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄
金属、機械及び溶材製
品の売買及び輸出入

○設　　立 : 2007年3月

○事業内容 : 工事請負及び機械類のメンテナンスサービス業

○設　　立 : 1999年11月

○事業内容 : 非鉄金属材料の素材及び加工品の販売

ASEAN地域をターゲットに
「Vina Washin Aluminum Co., Ltd」を設立

鉄鋼製品及び鉄鋼原料だけでなく、非鉄、機械分野な
ど幅広く事業を展開している神商ベトナム。近年、和伸
工業グループとの共同出資でアルミ押出加工会社
「Vina Washin Aluminum Co., Ltd」を設立。現地で
の高品質・高強度なアルミ製品の供給が実現しました。

バンコク本社
 ボーウィン支店
アユタヤ支店
アマタナコーン支店

○設　　立 : 2011年6月

○事業拠点 ： 

○事業内容 ：

ホーチミン本社
ハノイ事務所

○設　　立 : 1997年11月

○事業内容 ： 感光体ドラム用アルミ管抽伸切削

Shinsho (Philippines) Corporation1

Thai Escorp Ltd.2

TES E&M Service Co., Ltd.3

Kobelco Trading Vietnam Co., Ltd.4

商社機能をさらに強化し、
お客様のビジネスを力強くサポート

○設　　立 : 1987年9月

○事業拠点 ： 

○事業内容 ：鉄鋼、非鉄金属、機械
及び電子機材、電子
製品、溶材製品の売
買及び輸出入

クアラルンプール本社
ペナン事務所

Shinsho (Malaysia) Sdn. Bhd.7

○設　　立 : 2009年10月

○事業内容 ： 非鉄金属材料の素材及び加工品の販売

PT.NAKAYAMA 9

○設　　立 : 1996年11月

○事業内容 ：石炭の生産販売への
投資、鉄鋼鉄鋼原料、
非鉄原料、機械、その
他の売買及び輸出入

Kobelco Trading Australia Pty Ltd14

メーカー商社の総合力を発揮した営業活動を展開

○設　　立 :  1989年9月

○事業内容 ：鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄
金属、機械及び溶材製
品の売買及び輸出入

1995年に駐在員事務所を設立、
親会社と同様の5部門体制

神商インドネシアの強みはアセアン地域の現地法人で
は唯一の5部門体制が整っており、自動車、エアコン
及びエネルギー業界を中心に、幅広い提案が可能です。
また、鉄、ステンレス、アルミ及び銅のスクラップの輸
出入も行っています。

○設　　立 : 2011年5月

○事業内容 ： 

PT.Kobelco Trading Indonesia6

Nakayama Metal Limited5

神戸製鋼グループ唯一の拠点

○開　　設 : 2015年8  月

ヤンゴン支店13

○開　　設 : 2016年5月

ブリスベン事務所15

○開　　設 : 2016年5月

シドニー事務所16

Naito Asia Sdn. Bhd. 10

Vina Washin Aluminum Co., Ltd11

○設　　立 : 2013年2月

○事業内容 ： 輸送機器用トランスミッション部品の製造及び販売

12 Ondo Shinsho (Thailand) Co., Ltd.

鉄鋼・鉄鋼原料、非鉄、機械・情報、溶材の4部門体
制で幅広いニーズに対応しています。タイで今後さらな
る伸長が見込まれる自動車・エアコン関連ビジネスの
拡大、並びに日系顧客向け案件型機械ビジネスの拡大
を目指します。

鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄
金属、機械及び電子機
材・電子製品の売買及
び輸出入及びコンサル
ティング業務

鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄
金属、機械及び電子機
材・電子製品、溶材製
品の売買及び輸出入

○設　　立 : 2013年8月

○事業内容 ： アルミ管・棒・形材並びに加工品の製造及び販売

当社は、アセアン・インド地域をグローバルビジネス展
開の重要地域と位置付けており、特に同国は2011年
の民政移管以降、外資系企業の進出が相次いでおり、
今後の著しい発展が期待できる中、神戸製鋼グループ
では初の支店として、市場調査・情報収集の拠点とし
て、鋼材や非鉄製品、溶接材料等の取扱品目の拡販
や神戸製鋼グループの進出支援を図っていきます。

非鉄のマレーシアの柱であるOPCドラムビジネスで
は、市場情報の迅速な把握と提供価格・品質面から適
切素材の安定供給と現地化を顧客、仕入れ先と一体
となり推進しています。また、流通型より事業投資型
のビジネス展開への移行、ファイナンス機能の拡大拡
充など、商社機能を強化推進しています。

神鋼商事シンガポールでは非鉄金属、溶材、鉄鋼原料、
鉄鋼など幅広いセグメントで総合力を発揮した営業活
動が可能です。近年、フィリピン・ベトナム・インドネシ
ア向け非鉄金属製品・溶接材料・鉄スクラップの輸出及
び三国間貿易の事業展開が際立っています。
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子会社 関連会社 事務所

ロサンゼルス

シカゴ

メキシコシティ

ニューヨーク

グアナフアト

Shinsho American Corporation1

Grand Blanc Processing, L.L.C.2

Shinsho-Meihoku Wire, Inc.6

Shinsho Mexico S.A. de C.V.3

Kobelco CH Wire Mexicana, S.A. de C.V.4

SC Tech de Mexico, S.A. de C.V.5

Shinsho K’mac
Precision Parts, L.L.C. 9

Aiken Wire Processing, L.L.C.7

Dexter Fastener Technologies, Inc． 8

SST Forming Roll, Inc． 11

Aiken Precision
Technologies, L.L.C.. 10

○設　　 立 : 2003年9月

○事業内容 : 自動車部品の売買及び輸出入

○設　　 立 : 2002年5月

○事業内容 : 冷圧部品の製造及び販売

○設　　 立 : 1989年9月

○事業内容 : フォーミングロールの売買及び輸出入

米国向け小型車生産基地として
自動車産業に貢献

神商メキシコの強みは、幅広い商品の中から自動車用途に適
した品質・価格の線材及び棒鋼を提供し、徹底した納期管理
を行えること。また、神戸製鋼材を中心に、米国、メキシコ、
中国など、世界各地のメーカーの鋼材を幅広く販売できること
も特徴です。

○設　　 立 : 1989年4月

○事業内容 : 自動車用高強度ファスナーの製造及び販売

○設　　 立 :  2013年4月

○事業内容 : 鉄鋼製品の売
買及び輸出入

素材ビジネスにおける
サプライチェーンの実現に向けて

素材販売から二次加工・販売、さらには部品製造・販売へと自動車
ビジネスのサプライチェーンの構築を推進しており、その品質は業
界から高い評価を得ています。また、エネルギー分野への進出など、
ビジネスフィールドの拡大を図っています。

○設　　 立 : 1966年8月

○事業拠点 : 

○事業内容 : 鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄
金属製品並びに電子
機材の売買及び輸出
入

○設　　 立 : 2014年9月

○事業内容 : 

Shinsho American Corporation1

Shinsho Mexico S.A. de C.V.3

Kobelco CH Wire Mexicana, S.A. de C.V.4

ジャストインタイム生産に貢献する北米のノード

Shinsho-Meihoku Wireでは自動車関連用の材料を扱う倉庫
業をメインに取り組んでいます。日系の自動車部品加工メーカー
に向けた神商アメリカンが取り扱う材料の入出庫や保管作業を
行い、お客様のジャストインタイム生産を実現。製品の過剰生
産を回避させ、お客様のビジネスをサポートしています。

○設　　 立 : 2001年11月

○事業内容 : 倉庫業

Shinsho-Meihoku Wire, Inc.6

日系自動車部品メーカーの増大するニーズに対応

Grand Blanc Processingは神商アメリカンがメジャー出資す
る線材・線材製品の二次加工会社です。現在、自動車部品メー
カー向けのファスナー用素材を中心に受注が拡大しています。
神戸製鋼グループとの連携、設備増強など、拡大するニーズに
積極的に対応しています。

○設　　 立 : 1995年9月

○事業内容 : 線材製品の
二次加工

Grand Blanc Processing, L.L.C.2

SST Forming Roll, Inc．11

Aiken Precision Technologies, L.L.C.10

Dexter Fastener Technologies, Inc．8

○設　　 立 : 2015年7月

○事業内容 :線材製品の
　　　　　　伸線加工 

Aiken Wire Processing, L.L.C.7

Shinsho K’mac Precision Parts, L.L.C.9

NORTH &
CENTRAL
AMERICA

GLOBAL STRATEGY

デトロイト本社
ロサンゼルス支店
サウスカロライナ支店

CHワイヤーの
製造及び販売

○設　　 立 : 2015年5月

○事業内容 : 

SC Tech de Mexico, S.A. de C.V.5

溶接設備ユニットの製
造及び販売、輸入溶接
設備ユニットの販売、
軽加工部品の加工及び
販売、溶接ロボット及
び溶接電源の販売、各
種消耗品の販売

日系自動車メーカーの進出に対応

Kobelco CH Wire Mexicanaは、自動車用ファスナーや冷間
鍛造部品などの素材として用いられるCHワイヤーを製造し、
現地の自動車部品メーカーを中心に供給しています。
需要地での生産を行うことで、表面品質に優れたCHワイヤー
をきめ細やか且つ迅速に納入することが可能であり、お客様
の事業展開に貢献します。

顧客の依頼に臨機応変に対応

主要事業は溶接関連設備ユニットの製造・販売ですが、さらな
る価値を提供するために、治具製造、軽加工部品製作、設備工
事の請負など顧客の依頼に応じて受注に対応しています。日系
企業に対し、通訳を介さずニーズをニュアンスも含め正確に共
有できる点と、納期にルーズな側面のある現地企業に対し、短
納期で対応できる点で勝負します。
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子会社 関連会社 事務所

ロサンゼルス

シカゴ

メキシコシティ

ニューヨーク

グアナフアト

Shinsho American Corporation1

Grand Blanc Processing, L.L.C.2

Shinsho-Meihoku Wire, Inc.6

Shinsho Mexico S.A. de C.V.3

Kobelco CH Wire Mexicana, S.A. de C.V.4

SC Tech de Mexico, S.A. de C.V.5

Shinsho K’mac
Precision Parts, L.L.C. 9

Aiken Wire Processing, L.L.C.7

Dexter Fastener Technologies, Inc． 8

SST Forming Roll, Inc． 11

Aiken Precision
Technologies, L.L.C.. 10

○設　　 立 : 2003年9月

○事業内容 : 自動車部品の売買及び輸出入

○設　　 立 : 2002年5月

○事業内容 : 冷圧部品の製造及び販売

○設　　 立 : 1989年9月

○事業内容 : フォーミングロールの売買及び輸出入

米国向け小型車生産基地として
自動車産業に貢献

神商メキシコの強みは、幅広い商品の中から自動車用途に適
した品質・価格の線材及び棒鋼を提供し、徹底した納期管理
を行えること。また、神戸製鋼材を中心に、米国、メキシコ、
中国など、世界各地のメーカーの鋼材を幅広く販売できること
も特徴です。

○設　　 立 : 1989年4月

○事業内容 : 自動車用高強度ファスナーの製造及び販売

○設　　 立 :  2013年4月

○事業内容 : 鉄鋼製品の売
買及び輸出入

素材ビジネスにおける
サプライチェーンの実現に向けて

素材販売から二次加工・販売、さらには部品製造・販売へと自動車
ビジネスのサプライチェーンの構築を推進しており、その品質は業
界から高い評価を得ています。また、エネルギー分野への進出など、
ビジネスフィールドの拡大を図っています。

○設　　 立 : 1966年8月

○事業拠点 : 

○事業内容 : 鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄
金属製品並びに電子
機材の売買及び輸出
入

○設　　 立 : 2014年9月

○事業内容 : 

Shinsho American Corporation1

Shinsho Mexico S.A. de C.V.3

Kobelco CH Wire Mexicana, S.A. de C.V.4

ジャストインタイム生産に貢献する北米のノード

Shinsho-Meihoku Wireでは自動車関連用の材料を扱う倉庫
業をメインに取り組んでいます。日系の自動車部品加工メーカー
に向けた神商アメリカンが取り扱う材料の入出庫や保管作業を
行い、お客様のジャストインタイム生産を実現。製品の過剰生
産を回避させ、お客様のビジネスをサポートしています。

○設　　 立 : 2001年11月

○事業内容 : 倉庫業

Shinsho-Meihoku Wire, Inc.6

日系自動車部品メーカーの増大するニーズに対応

Grand Blanc Processingは神商アメリカンがメジャー出資す
る線材・線材製品の二次加工会社です。現在、自動車部品メー
カー向けのファスナー用素材を中心に受注が拡大しています。
神戸製鋼グループとの連携、設備増強など、拡大するニーズに
積極的に対応しています。

○設　　 立 : 1995年9月

○事業内容 : 線材製品の
二次加工
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SST Forming Roll, Inc．11
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Dexter Fastener Technologies, Inc．8

○設　　 立 : 2015年7月

○事業内容 :線材製品の
　　　　　　伸線加工 

Aiken Wire Processing, L.L.C.7

Shinsho K’mac Precision Parts, L.L.C.9

NORTH &
CENTRAL
AMERICA

GLOBAL STRATEGY

デトロイト本社
ロサンゼルス支店
サウスカロライナ支店

CHワイヤーの
製造及び販売

○設　　 立 : 2015年5月

○事業内容 : 

SC Tech de Mexico, S.A. de C.V.5

溶接設備ユニットの製
造及び販売、輸入溶接
設備ユニットの販売、
軽加工部品の加工及び
販売、溶接ロボット及
び溶接電源の販売、各
種消耗品の販売

日系自動車メーカーの進出に対応

Kobelco CH Wire Mexicanaは、自動車用ファスナーや冷間
鍛造部品などの素材として用いられるCHワイヤーを製造し、
現地の自動車部品メーカーを中心に供給しています。
需要地での生産を行うことで、表面品質に優れたCHワイヤー
をきめ細やか且つ迅速に納入することが可能であり、お客様
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事の請負など顧客の依頼に応じて受注に対応しています。日系
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有できる点と、納期にルーズな側面のある現地企業に対し、短
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子会社 関連会社 事務所

Kobelco Trading India Private Limited1

Kobelco Plate Processing India Private Limited2

Shinsho Europe GmbH3

ドバイ事務所4

付加価値のある商品でヨーロッパ市場を切り拓く

神鋼商事グループ唯一の欧州拠点として、主にヨーロッパ市場での
鉄鋼、非鉄、機械、溶材の輸出入と、欧州自動車メーカーの情報入手、
各種市場調査、仕入先調査などを行っています。欧州自動車メーカー
及び部品メーカーに向けて高付加価値商品のグローバル供給を目指
します。

○設　　立 ： 2009年1月

○事業内容 ：鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄
金属、機械、溶材製品の
売買及び輸出入

Shinsho Europe GmbH3

南アジア諸国とASEAN地域を繋いで
新分野・新規ビジネスに挑戦

神鋼商事インド会社はASEAN地域に展開する神商現地法人各社と
のタイムリーな連携で、急成長するインド市場を背景に周辺各国と
ASEAN地域を繋ぐ3国間取引を展開中。
主力製品の鉄鋼・非鉄・産業機械に加え、輸出ビジネスの拡大で新し
い需要を創出します。

○設　　立 ： 2011年3月

○事業拠点 ： ニューデリー本社、
　　　　　　 チェンナイ事務所

○事業内容 ：

Kobelco Trading India Private Limited1

中東の地に神鋼商事の基盤をつくる

神鋼商事は中東地域がグローバルビジネスを展開する上で重要な拠
点になると考え、神戸製鋼グループのグローバル化の先兵としてドバ
イ事務所を設立しました。現在は現地ビジネスパートナーと積極的に
連携を図りながら、鉄鋼、非鉄、機械部門を中心に新規ビジネスの
展開を図っています。

○開　　設 ： 2010年7月

ドバイ事務所4

INDIA 
UNITED ARAB
EMIRATES 
GERMANY 

GLOBAL STRATEGY

Kobelco Plate Processing India Private Limited2

インドにおけるコベルコグループ向け
厚板加工業としての地位を確立

Kobelco Plate Processing Indiaは建設機械向けの厚板溶断と製缶
を中心にビジネス展開しています。事業拡大に向けた工場増築と設備
増強も完了し、厚板製品の高い加工技術を誇り、製缶業としての生産性
を高めると共に厚板加工事業会社として、コベルコグループにおける確
固たる地位を確立しています。

厚板切板・製缶小物
部品の製造及び販売

○設　　立 ： 2012年1月

○事業内容 ：

デュッセルドルフ（ドイツ）

ドバイ（UAE）

ニューデリー（インド）

チェンナイ

鉄鋼、鉄鋼原料、非
鉄金属、機械及び電
子機材・電子製品、溶
材製品の売買及び輸
出入
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GLOBAL STRATEGY
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株式会社マツボー5

○設　　 立 : 1955年7月

○事業内容 : 

○事業拠点 : 

創業1949年。鉄鋼、化学から医薬、環境まで幅広い産業分野
における高機能商品の展開とエンジニアリング機能を併せ持
つ専門商社。テクニカルセンターを併設し、据付から保守まで
一貫したサービスを提供しています。

アジア化工株式会社6

○設　　 立 : 1961年7月

○事業内容 : 

○事業拠点 : 

化学機械装置及び

各種プラント工事の設計及び施工

大阪本社、東京支社

多数の実績の中で確立してきたノウハウをもとに、多種多様な
分野のプラントの対応が可能です。食品ならHACCP、医薬な
らGMP対応、バリデーションのサポートなど、各種プラント毎
に遵守すべき規制や義務にもしっかり対応が可能であり、プラ
ントの新設、改造・改良などのエンジニアリングから、定期修
理などのメンテナンスまでトータルのソリューションが提供で
きます。

エスシーウエル株式会社7

○設　　 立 : 1961年12月

○事業内容 : 

○事業拠点 : 

溶接材料、溶接機器、ロボット、産業用機械、設備機械、

各種工業用消耗品等の販売

本社、東京支店、関西支店、名古屋営業所、北陸営業所、九州

営業所、佐世保営業所

2016年４月、神戸製鋼の100％子会社であったエヌアイウエ
ルの株式を80％取得し、子会社化及び社名を変更。国内での
溶接需要が、建築鉄骨、造船を中心に堅調に推移していくこと
が見込まれる中で、当社とのシナジーを追求していく中で、国
内における技術営業力の強化を進めていきます。

神商ビジネスサポート株式会社8

○設　　 立 : 1998年9月

○事業内容 : : 

○事業拠点 :

業務受託事業、人材派遣事業、WEB事業

大阪本社

給与計算・研修などの人事業務受託、人材派遣・人材紹介等の
人材サービス、そしてWEBサービス（人事管理・給与明細配信・
安否確認ほか）をメインとする人事サービス会社です。

森本興産株式会社2

○設　　 立 : 1962年7月

○事業内容 : 

○事業拠点 :

鉄鋼製品の販売及び鋼板製品の加工

大阪本社、今里工場、大正営業所

2017年４月に40%株式取得し子会社化。2018年4月に残り
60%の株式を取得し完全子会社化。建築建材用をメインに鋼
板製品を関西地区を中心に販売を行っています。また、神鋼商
事グループで国内で唯一の鋼板加工設備を持っています。

神商非鉄株式会社3

○設　　 立 : 1982年7月

○事業内容 : 

○事業拠点 : 

非鉄金属圧延品及び加工品の販売、非鉄金属圧延品の加工

大阪本社、東京営業部、群馬営業所、名古屋営業所、中国営業所、

九州営業所、大阪コイルセンター

アルミ・銅の専門商社として神鋼商事グループの国内外のネット
ワークを活用し、「素材」・「加工製品」の販売、及び「素材加工」
の3事業を柱として活動しております。お客様のさまざまなニー
ズにお応えし、高品質な技術サービス・製品を提供しております。

神鋼商事メタルズ株式会社4

○設　　 立 :2014年7月

○事業内容 : 

○事業拠点 : 

非鉄金属材料の素材及び加工品の販売

東京本社、長野営業所、東北支店

非鉄流通子会社であるコベルコ筒中と中山金属の合併により、
2019年7月より神鋼商事メタルズとして再スタート。自動車・
二輪及び液晶・半導体装置分野に強い。中国（上海）、タイ（バ
ンコク）、インドネシアに現地法人、また、韓国にアルミ加工拠
点を持ち、海外のニーズにも即時対応が可能。

各種産業機械・設備、情報機器・製造設備、精密機器・設備、粉

体機器・設備の売買及び輸出入。各事業に関連するエンジニア

リング業務及び請負・据付業務

東京本社、大阪支店、名古屋支店、九州営業所、海老名事務所、

ヨーロッパオフィス、インドネシアオフィス

神商鉄鋼販売株式会社1

○設　　 立 : 1986年1月

○事業内容 : 

○事業拠点 : 

鉄鋼二・三次製品及び土木建築用資材の販売

大阪本社、東京本社、名古屋営業所、東北営業所、中国営業所、

九州営業所

神戸製鋼グループの土木・建築建材製品の窓口商社。神鋼建
材工業、神鋼鋼線工業、神鋼ボルトの製品をメインに取り扱っ
ています。

大阪

東京

JAPAN

GLOBAL STRATEGY

株式会社マツボー5

神鋼商事メタルズ株式会社4

神商鉄鋼販売株式会社1

子会社（本社所在地）

神商ビジネスサポート株式会社8

エスシーウエル株式会社7

アジア化工株式会社6

神商非鉄株式会社3

森本興産株式会社2

神商鉄鋼販売株式会社1
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私たちは世界の「ものづくり」を支える一員として、日々の業務を通じて、環境、社会、

企業統治の問題に積極的に取り組んできました。ここでは私たちのE（環境）、S（社会）、

G（ガバナンス）への取り組みを紹介します。

　当社は、2003年8月に「神鋼商事グループ企業倫理綱領」

を制定し、グループ全社員が守るべきコンプライアンス規範

を明示しています。

　また、取締役会の諮問機関として、社長以下の役員と外部

弁護士により構成するコンプライアンス委員会を設置してい

ます。定例の委員会は年2回開催し、コンプライアンス諸施

策の方針を決定し、実行状況を確認します。

　法務審査部は、全社的なコンプライアンス推進の主管部門

です。階層別・テーマ別のコンプライアンス研修の企画と実

施、コンプライアンスに関する相談対応、法令等遵守状況の

調査取りまとめ、内部通報窓口の運営等を行っています。

コーポレートガバナンス コンプライアンスへの取組み 環境方針

1. 環境への配慮

企業活動にあたっては、 当社の行動指針のもと、地球環境の保全に

配慮し、汚染の予防に努める。また、国内外を問わず環境改善に寄

与する製品の取扱いを推進する。

2. 関連法令・規制の遵守

企業活動にあたっては、 環境に関する国際条約、国内および関係国

の関連諸法令ならびに自主規制等を遵守する。また、ステークホル

ダーとの合意事項を順守し、相互理解と協力関係の強化に努める。

3. 資源・エネルギーの効率的利用

資源およびエネルギーの効率的な利用および再利用、ならびに資源

保護に努めるなど循環型社会の実現に寄与する。

4. 環境マネジメントシステムの確立と継続的改善

この「環境方針」に基づき、環境マネジメントシステムを確立し、

PDCAサイクルの実践による継続的改善を目指す。

5. 環境方針の周知と公表

この「環境方針」は、全社員に通知し、社外に対しても公表する。 

Ⅰ 基本方針
・高い企業倫理観を保持し、社会に信頼される
  企業活動を展開します。

・法令その他の社会規範ならびに会社の規則を遵守し、
  公明かつ公正に行動します。

Ⅱ 行動基準

1.公正な取引 社会ルールを遵守し、公正かつ
自由な競争の維持促進に努めます。

2.国際ルールの遵守
国際ルールの遵守、関係各国の
文化・慣習の尊重に努めます。

贈収賄懸念のある行為をなさず、
公務員と節度ある関係を保持します。

13.政治腐敗等の防止

3.国際協調
国際協調に徹し、
国際的視野にたって行動します。

4.安全保障貿易管理
安全保障貿易の管理を徹底し、
国際的平和と安全維持に努めます。

5.企業情報の開示
企業情報の適時・適切な開示に
努め、経営の透明性を保持します。

7.情報管理の徹底
顧客情報等の守秘情報を厳重管理し、
正当な理由なく他に漏洩しません。

8.インサイダー取引の禁止
株式の不公正取引等疑いある
行為を一切行いません。

9.環境保全の推進
地球環境問題に積極的に取組み、
自然環境への配慮を怠りません。

12.人権の尊重
他者の人権を尊重し、あらゆる
差別的取扱いの禁止に努めます。

10.知的財産権の尊重 知的財産権の保護・尊重に努めます。

11.地域社会との対話
良き企業市民として
社会貢献活動に努めます。

反社会的勢力・団体に対して
毅然とした態度で対応します。

14.反社会的勢力との対決

6.財務報告の信頼性の確保
財務諸表・関連情報の適正性を維持し、
財務報告の信頼性の確保に努めます。

　当社は、地球環境問題に積極的に取り組むため、社内

に「環境委員会」を設置し、2000年10月18日付けで国

際規格「ISO14001」の認証を取得しました。

　現在までの期間、環境委員会が中心となり環境マネジ

メント活動を定期的に総括し、継続的改善を行っていま

す。 さらに、環境マネジメントを関連会社を含め推進する

ことで社会に貢献して参ります。

○ 基本理念

　神鋼商事は、「誠実をモットーに、新しい価値の創造を

通じて、豊かな社会作りと、みんなの幸せをめざします。」

という企業理念のもとに、「環境問題への取組みは、企業

の存在と活動に必須の要件である」ことを認識し、地球

環境保全への自主的、積極的な対応を重要な経営課題

の一つとして位置づけ、「持続可能な発展」の実現に向け

て努力する。

○ 行動指針

監査

会計監査

連携

連携

取締役会
取締役9名

(うち社外取締役2名)

株 主 総 会

代表取締役社長

選任・解任

選任・解任 選任・解任

経営審議会

監査役会
監査役4名

（うち社外監査役2名）

会計監査人

選定・解職

内部監査

CSR委員会

コンプライアンス委員会

輸出管理責任者協議会

環境委員会

指名・報酬

諮問委員会

神鋼商事グループ企業倫理綱領

監査部投融資委員会

リスクマネジメント
委員会

執 行 役 員

営業部門・管理部門

　当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化を企業経営における重要課題と位置付け、経営の健全性を保つとともに、

経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応して企業競争力を強化することにより、株主の皆様や取引先から信頼される経営を推

進していくことを、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。

　また、当社グループは、事業戦略を推進するためのコンプライアンス経営を重要視しており、コンプライアンス委員会、投融

資委員会、環境委員会を設置し、安全保障貿易管理体制を整備するなど法令遵守並びにリスク管理の体制を構築しております。

　一方、会社の業務活動の健全性を確保するため、職務権限規程等の諸規程に基づき、専門知識を有する本社スタッフ部門が

各種決裁案件を事前審議するとともに、各営業本部に配置した業務企画室と連携を取りつつ、当社グループの業務の遂行状況

をモニタリングし、必要に応じて改善を指示するなど具体的な助言や指導を行う体制をとっております。

　さらに、社外監査役、監査役、会計監査人は、定期的に意見交換するなど連携を強化し、各部門の業務遂行における適法性・

妥当性の監視に努めております。 これらの体制及びその活動を通じて、単に法令遵守の徹底を図るだけでなく、経営の健全性・

透明性の維持充実及び経営リスクの予防を図っております。
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安全保障貿易制度 国内外信用限度の管理

海外派遣研修制度

派 遣 地

対　象 入社後10年目までの全総合職社員（５本部、管理部門）

各々の仕事等に応じて決定

当社の英語・中国語レベル評価、及び部の推薦により決定コ ー ス

研 修 内 容

語学研修と実務研修 現地法人または神商グル－プ企業

現地法人または神商グル－プ企業

語学学校（現地法人周辺都市）

語学研修と実務研修

語学研修

派 遣 先

12ヵ月コース

6ヵ月コース

3ヵ月コース

輸出 輸入

輸出 輸入

輸出 輸入

審査・検査が軽減
（相互承認効果）

リードタイム

AEO相互承認の一般効果例

　当社グループは、長期経営ビジョンの実現に向け「経営基盤の充実」を図るため、グローバルビジネスに対応した人材の確保

と育成を推進しています。その一環として2010年度より若手社員の海外派遣研修制度をスタートさせました。

同制度は入社10年目までの総合職全員を対象にし、派遣場所は、アメリカ、中国、タイ等の当社現地法人です。

　海外研修を通じて語学力を磨くとともに、異なる文化の人々と円滑にコミュニケーションできる能力を身に付けていくことを

目的としています。

　現在、海外研修を経験した若手社員は国内外の各拠点において活躍しています。

　また、外国人留学生などグローバル人材の採用やナショナルスタッフの日本への受入研修も実施し、今後もグローバルビジ

ネスに対応した人材育成を進めていきます。

審査・検査が軽減
（国内措置）

審査・
検査が軽減
（国内措置）

日本 相手国

AEO制度が
ない状態

輸出者

相互承認前

AEO輸出者

相互承認後

AEO輸出者

輸入者

輸入者

輸入者

相互承認の内容
に応じて種々の
ベネフィットが
加わりうる。

○  取引先概況

○取引先入手一覧

○信用限度申請書

○債権・債務

○財務分析表

○在庫申請書

○興信所企業情報

○信用限度管理
　関連データ

上記データを踏まえ、
取引先の信用力を判断

電子システムデータベース

営業情報 取引情報
興信所
信用情報

　当社は、国際的な平和と安全の維持の観点から、テロリスト等に武器や軍事転用可能な貨物または技術が流出することを防ぐため、

外国為替及び外国貿易法に基づく安全保障貿易管理に徹底して取り組んでいます。

　経済産業省より求められる安全保障貿易管理に係る自主管理体制を整備し、一部の貨物・役務については経済産業省の個

別の輸出許可を不要とする、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可を取得しています。具体的には、全社

的な輸出管理に関する取引審査システムの構築、全営業本部が参加する輸出管理責任者協議会における新法令や輸出動向の

共有、輸出管理についての定期的な社内監査、社内教育等を実施しています。

　また、2008年3月には、税関よりコンプライアンスの優れた輸出者として特定輸出者の承認（AEO（Authorized 

Economic Operator）制度）を取得しました。輸出通関の際に申告時の検査が免除されるなど、特定輸出者には簡易な輸出

通関手続きが認められているため、当社を経由した迅速な輸出が可能となります。

　さらに、我が国と相互承認の合意をした国との貿易においては、日本税関のみならず、相手国における関税手続きでも書類

審査・検査の負担が軽減され、物流リードタイムの削減を図ることが出来ます。

　当社は、国内における信用限度管理については、申請から決裁までの諸手続きを電子システムを使って管理の迅速化、効率

化に繋げています。また、海外現地法人における信用限度管理については、法務審査部と現地営業部門とで定期的に債権回収

状況などの情報を共有・チェックすることで、できる限り不良債権の発生を未然に防いでいます。
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CSR活動事例

所 在 地

名　称 特定非営利活動法人ヒーローズ

〒561-0802　豊中市曽根東町2-1-6-202　山梨支部 ： 山梨県富士吉田市下吉田399-2-2F

2006年10月30日

http://www.npo-heroes.com/index.php

NPO法人ヒーローズは、

誰もがそれぞれの人生のHEROになれるように支援し

豊かな共生社会の創造と将来世代の育成のため

3つのHと3つのＥ

HAPPY・HEALTH・HUMAN

EDUCATION・ EMOTION・ ENCOUNTER

に関する事業を行います。 

1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動

2. 社会教育の推進を図る活動

3. まちづくりの推進を図る活動

4. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

5. 環境の保全を図る活動

6. 国際協力の活動

7. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

8. 子どもの健全育成を図る活動

9. 情報化社会の発展を図る活動

10. 経済活動の活性化を図る活動

設 　立

理 　念

H 　 P

主たる活動

12ヵ月コース毎年１回３．実施時期

制服や文房具、スポーツ用品等の物品

（３０万タイバーツ（１００万円）相当）

２．寄付の内容

タイ国全域の小学校

（国の機関である教育委員会より候補となる対象校を推薦、

その後、タイエスコープにより選定。）

１．対象範囲

［1］Ban Tee Ka Per School

　    所在地：タイ王国　ターク県

　    人　数：120名

4 ．2018年度
　　 寄 付 先

THAI ESCORP LTD. Donation Projectの概要

大阪市立小学校（中央区）

大阪市立小学校（中央区）

神戸市立小学校（東灘区、灘区、西区）

神戸市立小学校（東灘区、灘区、西区）

神戸市立小学校（東灘区、灘区）

神戸市立小学校（東灘区、灘区）

神戸市立小学校（東灘区、灘区）

神戸市立小学校（東灘区、灘区）

神戸市立小学校（東灘区、灘区）   

3,000枚

3,000枚

3,000枚

3,000枚

3,420枚

3,500枚

3,500枚

3,500枚

3,500枚

2012年07月

2012年12月

過去の寄贈実績

2013年07月

2013年12月

2014年12月

2015年07月

2015年12月

2016年12月

2016年07月

　昨今はパソコンやスマートフォンの普及により文字を書くことが徐々に少な

くなってきております。こうした中、はがきを書くという体験を通して児童に

書く喜び・伝えあう喜びを感じてもらい、「手紙」の風習・文化に慣れ親しんで

もらおうという思いから、2012年～2016年に年に二度、地域の小学校に暑

中見舞いはがきや年賀はがきを寄贈しました。

少年ラグビーを応援しています。地域の小学校にはがきを寄贈しました。

　2017年6月22日、23日、当社タイ現地法人「THAI ESCORP LTD.（以下、

タイエスコープ）」は、CSR活動の一環として、「第１回THAI ESCORP LTD. 

Donation Project」と題して、現地の恵まれない小学生や、その子どもたち

が通学する小学校を対象に、制服や文房具、スポーツ用品等の寄付を実施い

たしました。

　タイエスコープは1988年に設立し、それ以降、長年に亘りタイ国において

事業を行ってきました。今回の活動は、企業活動による同国への貢献だけで

なく、「寄付」を通じて、同国の恵まれない小学生／小学校を支援することで、

同国への貢献をしていくものです。

　同活動につきましては、来年以降も毎年１回行っていく予定でございます。

タイの小学生、小学校への寄付活動を行っています。

｢日本の手紙文化を大切に !｣
株式
会社

　現在わが国では、技術の発展、生活様式の変化、少子化等が進み、また、子どもの外遊びやスポーツの重要性が軽視され、

体を動かす時間、場所、仲間が減少しています。このような環境の中で当社は、スポーツを通じて「誰もがそれぞれの人生の

HEROになれるように支援し豊かな共生社会の創造と将来世代の育成」というHPOヒーローズの思いに賛同し、2013年より同

団体に協賛しております。

　また、2016年度より同法人が運営する小学５、６年生を対象としたラグビースクールが参加する全国大会「ヒーローズカップ」

に協賛しております。
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