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鉄の
無限性。

I R O N  I N F I N I T Y.  

鉄の素材から製品まで。
くらしと社会の幅広いシーンに、私たちの仕事があります。
鋼板や建材などの材料から、船舶、エレクトロニクス製品や食品まで。
JFE商事は、鉄の可能性を活かしたさまざまな製品をお届けしています。
住まいや街、工場、港湾…。くらしと社会の幅広いシーンに、JFE商事がいます。
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▶ コーポレートガバナンスの
徹底による健全で透明性の高い
企業経営に邁進します。

▶ 従業員ひとりひとりの創造力を
礎に自由闊達で風通しの良い
企業風土を確立します。

▶ 社会・市場において存在価値が
明確な企業グループを目指すとともに
グループ企業価値の最大化を追求します。

経 営 理 念

鉄から生まれる限りない価値を追求する、
JFEグループの中核商社です。
社会を支える素材として、くらしや産業の中に、さまざまなかたちで息づく鉄。

JFE商事は、日本を代表する鉄鋼メーカー・JFEスチールをはじめとするJFEグループの中核商社として、

原材料調達から加工・流通までの一貫したサプライチェーンをもって、お客様のあらゆるニーズにお応えしています。

鉄の限りない可能性から生まれる便利さや快適さ、豊かさを、社会に、未来にひろげていくこと。

それが私たちの仕事です。鉄から始まる無限大の価値創造を目指して、JFE商事は挑戦を続けます。

新しいJFE商事グループが、
始まっています。

Top
Message.

JFEグループの中核商社であるJFE

商事は、コア事業である鉄鋼製品の

取扱いを中心に、鉄鋼原料・資機

材・船舶・燃料・化学品・産業資材の

国内取引、輸出入取引および外国間

取引を行っています。更には食品事

業・エレクトロニクス事業を展開して

おります。その活動ステージとネット

ワークは、国内各地をはじめ、アセア

ン・中国等のアジア地域や北米を中

心に世界中に拡がっています。

当社を取り巻く経済環境や国際状

況は目まぐるしく変化しており、国内

外のネットワークを活用し、いかな

る環境にも適応できる強固な企業

体質を確立していきます。お客様と

のビジネス拡大に貢献できる機能を

更に強化し、地産地消ビジネスや外

国間ビジネスを迅速に展開できる

「独自性のある商社機能」の充実を

図っています。JFE商事グループは、

日々、社員個々人がアイディアを考

え抜き、スピード感を持って行動しま

す。全てのお客様の信頼と期待にお

応えし、社会・市場において存在価

値の明確な力強い企業集団を目指

していきます。

JFEグループの

中核商社として

提案力・発信力を高め、

お客様と共に

持続的に成長する、

存在感のある企業を目指す。

【経営ビジョン】 

［トップメッセージ］

原材料・資機材

鉄鋼製品生産

加工

販売・デリバリー

国内外の
お客様へ

代表取締役社長（CEO）
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お客様に密着した
提案活動で、
世界トップレベルの
鉄鋼製品をお届けします。
世界トップレベルの鉄鋼メーカーであるJFEスチールとお客様を、きめ細
やかに結ぶこと、それが国内鉄鋼事業の使命です。JFE商事では、JFEス
チールの製品開発や生産状況と密接にリンクした流通体制を構築する
一方、国内約20ヵ所に鋼材加工センターを展開し、高付加価値の鉄鋼
製品をお客様のニーズにあわせて提供しています。たとえば、自動車
メーカーや関連部品メーカーに向けたブランキング事業や、造船向けの
ブロック一貫加工の請負など、幅広い業種のお客様のニーズに、JFE商
事グループの総合力でお応えします。
また、建材・鋼管分野では、地場密着・顧客密着の提案活動で、幅広い
ニーズに応える販売を展開。建材、鋼管、薄板など製品分野にあわせた
グループ販売体制を確立しており、高い専門性とお客様への対応力を発
揮します。さらに、特色ある補強土壁工法のテールアルメ工法を全国規
模で展開、実績を積み上げています。
地域に根ざしたJFE商事グループのネットワークを通じて、お客様の
ニーズに応える“サービス力”と“提案力”を更に磨き上げてまいります。

DOMESTIC STEEL

［国内鉄鋼事業］

この国を支える、
鉄のネットワーク。

●国内拠点

●本社

京浜営業所

●東北支店

●北海道支店

●大阪支社
●四国支店

福山営業所

●九州支店

●鹿児島営業所

●那覇営業所

広島支店●

知多営業所

名古屋支社

岡山支店

岡山営業所

倉敷営業所 ●
●

●●
●

新潟支店

●

北陸支店

●

●

静岡支店
千葉南営業所

●

●

1

2
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❶JFE商事造船加工（広島県尾道
市）のジブクレーン ❷JFE商事造
船加工・工場内 ❸ヤシマナダ九州
工場におけるコラム加工 ❹長野製
罐における製罐工程 ❺テールアル
メ工法（山口県宇部市）
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●ティフアナ

●シラオ

●メキシコシティ

●ヒューストン

●ロサンゼルス

バーリントン●

●江陰
●平湖上海●

●香港
●ハイフォン

●

●ラヨーン

●プネ

●

●ホーチミン

●クアラルンプール
●●シンガポール

●台北
●漳州

●釜山

●グルグラム

●ハティン

●シドニー

●ブリスベン

チェンナイ●

ムンバイ●

●ドバイ

●デュッセルドルフ

●イスタンブール

北京●

ソウル●

●ジャカルタ

広州●

バンコク●
レムチャバン●

ヤンゴン●

ハノイ●

パース●

●
●

マニラ●

●東莞

●

●

リオデジャネイロ

サンパウロ

❶自動車鋼板専用鋼材加工センター タイ・Steel Alliance Service Center Co., 
Ltd. の外観 ❷Kelly Pipe Co., LLCの鋼管ヤード 

アジアを中心に、
世界各地で
日本と同じ品質・
サービスをお約束します。
JFE商事では、JFEスチールのグローバル戦略とリンクした海外
ネットワークを構築し、多様化するお客様のニーズにお応えし
ています。欧米・アジア・中東など世界30ヵ所を超える拠点を展
開。安定した製品供給を実現しながら、世界各地の鉄鋼事業に
関わる情報をリアルタイムで把握し、お客様とのビジネスに活
かしていく情報の受発信基地としての役割も果たしています。
また、これからの有望市場として期待される西南アジア、中東、
アフリカなどの新興地域へも積極的にアプローチしています。
併せて、鋼材加工センターを世界各国・地域で展開し、最終製
品により近い2次・3次加工まで対応することで、高度化するお
客様ニーズを満たしています。
また、2014年12月には、100年を超える歴史を有する米国の
老舗鋼管問屋・Kelly Pipe を買収。新たにグループ化した同社
の販売網も活かしながら、新規顧客の開拓や地産地消ビジネ
スを積極的に展開していきます。

世界30ヵ所を超える拠点と、
各国で展開する鋼材加工センターが、
お客様とグローバル市場を結びます。

OVERSEAS STEEL

［海外鉄鋼事業］

●鋼材加工センター
●海外ネットワーク

1

2
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1

❶JFEスチール東日本製
鉄所 千葉地区 ❷JFEス
チール西日本製鉄所 倉
敷地区

❶JFEスチール西日本製
鉄所 倉敷地区内 コーク
ス篩ヤード ❷マレーシア
における合金鉄製造プロ
ジェクト

RAW MATERIALS

［原材料事業］

さまざまな資源を、
探す、拓く、届ける。

MACHINERY

［資機材事業］

原材料の安定供給を、
資源開発から始めます。
鉄鋼の原料となる鉄鉱石や石炭の確保は、製品の安定供給と競争力の源泉です。JFE商事では、世界各国
からの原料の輸入拡大を推進する一方、資源開発プロジェクトにも参画しています。オーストラリアでは、
石炭開発プロジェクトへの投資を通じて、JFEスチールへ安定的に原料炭を供給する仕組みを構築し、
販売しています。
鉄鉱石では、オーストラリア、ブラジル、インドなどの資源国から日本への輸入を確保する一方、より競争力
のあるサプライヤーの発掘・開拓を世界各地で進めております。合金鉄ビジネスでは、仕入ソース分散化
のため輸入先の拡大をはかり、電力の比較的安い東南アジアでの製造プロジェクトにも参画しています。
リサイクル資源となる鉄スクラップや還元鉄など冷鉄源の外国間取引や、日本各地にヤードと篩設備を保
有する独自のモデルを活用しコークスの販売も拡大しています。JFE商事の原材料ビジネスは、あらゆる分
野へひろがっています。

機械・設備から船舶まで、求められる資機材を
グローバルにコーディネート。
JFE商事は、JFEスチールの製鉄所の建設や設備増強を通じて、製鉄に関わる機械や資材の販売・調達を
拡大してきました。この実績とネットワークを活かしたグローバルな資機材ビジネスを拡大しています。
製鉄所向け機材の分野では、現場に密着した営業体制によりニーズを把握し、国内外の関連会社と協力
してJFEグループ各社へ提供。製鉄プラントの安定操業やコスト削減に貢献しています。また、インド・東南
アジア・ブラジルの鉄鋼メーカーを中心に機械設備などの取引を拡大し、製鉄ラインの建設プロジェクト
にも取り組むなど、活動の舞台をひろげています。
船舶分野では新造船の仲介販売や中古船販売に加え、保有船舶の貸船にも取り組んでいます。
資機材事業は、国内各製鉄所における取引を基盤に、JFEスチールの海外展開とリンクしながら、グロー
バルに、幅広いフィールドへと拡大していきます。

製鉄所向け機材や、巨大な輸送船も、
私たちのビジネスフィールドです。

2 1 2
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1 2 3

CHEMICALS & FUELS

［化学品・燃料事業］

鉄のビジネスから広がる新しい価値を、
世界へ、未来へ繋げます。

鉄のビジネスを支え、
さらに最先端分野を切り拓く事業です。
化学品・燃料分野のビジネスは、製鉄所のニーズと深く結びついて拡大しています。化学品のビジネスでは、コークスの

製造過程で発生するタール、芳香族類、ガス、硫安の取扱いからスタートし、新素材分野へと発展。近年では、グループ

会社の総力を結集して窒化ホウ素、ニッケル超微粉、酸化鉄などのニッチな分野で、グローバルに市場・用途・素材の

開発を行っています。燃料分野では、コンテナ船や鉄鋼原料船に対する燃料や潤滑油の提供も行い、国内外の石油精

製会社と安定供給のネットワークを構築してお客様のニーズにお応えしています。また、今後の成長が期待されるバイ

オマス発電の熱源となるパームヤシガラ（油椰子の殻）を、インドネシア・マレーシアより年間数十万トンを超える数

量を、日本のバイオマス発電業者へ提供しております。産業資材では、鉄の分野を超えて、アルミ・銅などの非鉄金属、

合成樹脂、各種ゴムとタイヤ用原材料、製紙用木材チップや紙製品などを、国内外の提携先と共に事業展開しています。

鉄のビジネスを支え、そこから生まれる新しい価値を、世界へ、未来へ繋げる役割も私たちJFE商事の仕事です。

❶マレーシア・PKS集荷
＆出荷ヤード ❷電子部
品に使用されるフェライト
コアと原料 ❸プラスチッ
ク原料のペレット

独創的な価値をお届けする、
技術商社を目指します。
特定用途向けICなどの半導体デバイスから、FA機器・設備まで。JFE商事エレクトロニクスでは、付加
価値の高い豊富なプロダクツをグローバルに取扱い、技術サポート力とシステム提案力に基づくトー
タルソリューションを提供しています。
半導体製品や実装機器の販売に加え、大手ファウンドリーと協業した半導体製造受託事業にも注力し、
拡大をはかっています。お客様にオンリーワンの価値を提案する、存在感の高い技術商社が目標です。

食品事業を展開する川商フーズでは、おなじみのノザキのコンビーフをはじめ、さまざまな缶詰の販
売、第三のビールをはじめとする飲料の販売や、食品メーカーへの食材の販売を行っています。特に
いち早く進出した中東や西アフリカにおいて、GEISHAブランドの缶詰は国民食として認知されている
ことは、他社にない強みです。
食品事業は、さらなる強化を目指す重要な事業ドメインです。今後の人口増加が期待できる中東・西
アフリカ市場への拡販、およびグローバル規模での加工・販売体制の充実などにより、これからも世界
の各地へ日本の美味しさをお届けしていきます。

1

1

2

4

3

2 3

FOODS

［食品事業］

中東・西アフリカへ。
独自の販売ルートで、日本の美味しさを届けます。

ELECTRONICS

［エレクトロニクス事業］

❶グローバルファウンドリー
ズ社製品 ❷❸パナソニッ
クファクトリーソリューション
ズ社の優れた実装機器

❶ノザキのコンビーフ缶詰 
❷ガーナの市場において販
売されるGEISHAブランド
缶詰 ❸第3のビール プラ
イムドラフト ❹世界各国で
販売されるGEISHAブラン
ド缶詰
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CSR

［環境・社会貢献活動］

ORGANIZATION

［組織］

良き企業市民として、地球環境を守り、
社会に貢献します。

鉄の無限大の可能性をみつめて、
JFE商事グループは進化を続けます。
JFE商事グループは、鉄から生まれるさまざまな価値を社会やお客様のニーズにあわせてお届けするために、

組織や体制をしなやかに変えながら歩み続けています。

JFEグループの製品販売とグローバル調達の中核機能を担いながら、

2012年にはJFEホールディングスの直接事業会社となり、

JFEグループのサプライチェーン全体の強化に貢献していきます。

JFE商事グループは、鉄の無限大の可能性とともに、未来に向かって前進しています。

人と地球の未来に貢献することは、企業としての社会的責任の一つです。

JFE商事グループでは、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得し、環境保全活動を展開。

さらに積極的に社会貢献活動に取り組み、社会・市場における存在価値を明確にしていきます。

我々は環境問題が人類共通の重要課題であることを認識し、
企業市民の責務として地球環境の保全に努め、社会に貢献することを目指します。

当社ホームページのCSR活動の環境管理をご参照ください。

JFE商事グループ環境方針

組織図

地球環境の保全と循環型社会の発展のために

基本理念

JFE商事グループの社会貢献活動

豊かな社会づくりに貢献する活動の一部をご紹介します。

JFE商事と川商フーズは協賛で、2011年から継続的にガーナとナイ
ジェリアの小学校へ、机、椅子、GEISHAブランド缶詰を寄贈してい
ます。JFE商事グループは、今後もGEISHAブランドが食文化として
根付く西アフリカへの社会貢献活動を続けます。

2011年8月から、東日本大震災で被災した地域の復興を支援す
るためにグループ社員からボランティアを募集し、南三陸町を中
心に10回以上に亘って派遣してきました。また、身近な活動とし
て、社員が海外出張時に取得した各国の現地通貨の寄付を募
り、ユニセフ関連機関へ送り届けるなど、社会貢献活動への取組
みを継続的に実施しています。

ガーナ・ナイジェリアの小学校へ
机・椅子などを寄贈

JFE商事グループ社員の
社会貢献活動

❶JFEとGEISHAマークの入った机で
授業を受ける子どもたち ❷子どもから
大人まで幅広く親しまれているGEISHA
缶を寄贈

❶南三陸町におけるボランティア活動
の様子 ❷震災直後より東北地方へ支
援物資を搬送

1 1

2 2

JFEホールディングス

JFEエンジニアリング

100%

JFEスチール

100%

JFE商事

100%

川商フーズ JFE商事エレクトロニクス

100%

JFE商事グループ会社

100%

JFE商事グループ各社が
集結するJFE商事ビル

本社のある
大手町フィナンシャルシティ
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