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ALUE
New

その先の新しい価値を
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阪神メタリックス DNA
HANSHIN METALICS DNA

正しい道を歩め。
Fol low the r ight way. 

出来るまで考え抜け。
Rack brain unt i l  i t  works.

オンリーワンを目指せ。
Aim to be the only one.

夢を持ち実現せよ。
Have a dream and go for i t .

進化せよ。
Evolve for progress.

経 営 理 念
Our phi losophy

お客様と地域社会に役立つ企業
会社の繁栄と社員の幸福とが一致する経営

Contr ibute to our customers and the local  communit ies.
Management that consistent with the

company’s prosper i ty and wel l-being of our staffs.

経 営 方 針
Our policies

顧客から学び、常に品質、
並びに納期管理に留意し、

個性あるサービスを目指します。 
一人一人の個性と能力を最大限に

発揮出来る自由闊達な風土を創り、 
且つ、業績に応じた配分を目指します。

Dedicated to always learn from customers,  meet 
qual i ty standards and deadl ines,  whi le provide 

personal ized services.
Aim at creat ing l iberal  environment that every staff  

can unleash their  personal i ty and abi l i ty the best,  whi le 
rewarding the staffs according to their  performance.



TOP MESSAGE

阪神メタリックスは1956年に特殊鋼専門商社として創業し、以

来製鋼メーカー各社様とお客様の架け橋として今日に至っておりま

す。今日あるのも偏にお取引各社様のご支援の賜物であり、感謝

の一言に尽きます。

特殊鋼専門商社の機能とはどうあるべきか？

これを追求することが我々の使命であり、製鋼メーカー各社様と

お客様を最適にお繋ぎするハブとなり、三方よしの実現を目指し、

川上から川下へ市場全体として最小のコストでお届けするモデル

の追求に明け暮れて参りました。お客様が必要なものを必要な時

に効率的にお届けできる体制、さらには品質管理・納期管理を極め

た体制の確立が我々に課せられた最低条件であり、最適な支店配

置、在庫ラインナップ、切断設備、自動倉庫機能、機械加工設備、

配送体制、独自CPシステムを粛々と整備してまいりました。

また近年では国際競争が激しさを増しております。そうした局面

でも、お客様に優位なご提案をお持ちできるよう海外現地法人を

設立し、在庫・鍛造・機械加工・熱処理の体制も整えてまいりまし

た。小さいながらもお客様から期待して頂ける、信用して頂けるよう

な体制を目指して精進しております。

お客様の為になることであれば、かなり踏み込んだご提案をして

まいりましたが、今後もこの姿勢を貫き、本当の意味での誠意、深

い関係作りを大切にしてまいりたいと考えております。拠りまして本

当の意味で誠意ある提案をできる人材を充実していくことが重要

な責務と考えております。人として正しい道を歩める人材、美徳・美

しい生き方を追求する人材でなければ本当に良い提案は出来ない

と信じております。お客様の立場に立ち考え抜くことが、自分自身を

成長させ、人生を豊かにするものである、忍耐を乗り越えなければ

美しくなれない、こうした価値観を共有するよう努めております。

株式会社阪神メタリックスの営業マンは人間味がある、誠意が

ある、そして創造性と熱意があるとのお言葉を頂戴できるよう会社

として取り組んで参ります。

皆様のご期待に応えられるよう進化し続けますので、今後とも一

層のご支援を賜りますよう御願い申し上げます。

　　　　　代表取締役社長

Since the establishment in 1956 as a trading company 
specializing in special steel, we have been connecting 
steel makers and customers until today. We cannot 
appreciate enough for we know that without the support 
of our clients, we can never reach our current achieve-
ment.
What should the purpose of special steel trading compa-
ny be?
It is our mission to pursuit the purpose, by trying our best 
to act as the hub that optimally connecting steel makers 
and customers, aiming at the realization of “Sanpo-yoshi” 
(triple-win) principle, and minimizing the cost throughout 
the supply chain. It is our duty to establish the highly 
efficient delivery system upon the customer’s needs, as 
well as sophisticated quality and delivery management 
system. Therefore we have equipped ourselves with the 
best branch location, inventory line-up, cutting machines, 
automated warehouse, machining equipment, delivery 
system, and proprietary I.T. system.
Furthermore, international competition has getting inten-
sified in recent years. In order to be able to provide 
solutions that would keep our customers at advantage 
under such circumstances, we established our overseas 
subsidiary, which enables us the inventory management, 
forging, machining, and heat treatment in overseas. 
Despite our small size, we strive to fulfill the expectation 
and winning the trust from our customers.
We have been always trying our best in our proposal as 
long as it’s for the benefits of our customers. We hope 
that we can keep on such stance and continue to cherish 
the good faith and creation of deep relationship. We 
believe that only a righteous talent who pursues virtue 
and dignity can provide good proposals. We endeavor to 
share the value of “thorough consideration in the custom-
er’s shoes”, as it brings growth and enrichment to our life, 
and only with endurance we can achieve excellence.
We will do our best to gain the fame of having human 
touch, being sincere, creative and passion among our 
partners and rivals.
We are determined to constantly evolve in order to keep 
up with your expectation, and we look forward to your 
continuous support into the future.

                        President 
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阪神メタリックスが生み出す新しい価値を

リアルタイムに市場へ、世界へ。
We provide new values to the market in real time.

We, as a special steel trading company,
create new value with one-stop solution
that rich in uniqueness and reliability.

ALUE
New

阪神メタリックスは1956年の創業以来、建設機械・工作機械・造船・産業機械・油圧部品・発電設備など幅広い分野に特殊鋼を
供給して参りました。製鋼メーカー様とお客様の間で、時代が求める特殊鋼素材を最適な状態で取り揃え、供給形態、材料取り、加
工法案を提案することでお客様の高い支持を頂いております。
Since the establishment in 1956, we have been supplying various kinds of steel to a wide range of industry sectors, including 
construction machines, machine tools, shipbuilding, industrial machineries, hydraulic parts, power generation equipment 
and other as well. We have been gaining strong support from our customers by offering the most suitable steel materials 
and supply mode, as well as the suggestions of efficient use of material and process methods while connecting steel 
makers and our customers.
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製鋼メーカー
steel maker

鋼種別・形状別
According to steel spec

and shape

大量ロット・一括納品
Bulk lot / Lump delivery

お客様
Customer

最適な鋼種・形状
Ideal steel spec and shape

少量ロット・JIT
Small lot / Just-In-Time

素材・切断
Material / Cutting

設計・
コンサルティング

Design /
Consultation

生産性・
品質向上

短納期
対応

配　送
Delivery

機械加工
Machining

熱処理
Heat treatment

鍛　造
Forging

ミスマッチを改善
Mismatch improvement

人間力溢れる営業マンが、お届けします。
Bring to you by our salesperson who is full of human touch.

ミスマッチを改善
Mismatch improvement

情報
収集・分析

Information gathering
and analysis 

ご提案
Proposal

特殊鋼専門商社として
独自性に富んだ

ワンストップ・ソリューションで
信頼に応える
新しい価値を

生み出しています。

特殊鋼各種
フルラインナップで
ニーズに対応

Keep up with needs by
featuring full lineup of

various kinds of
special steel

独自の拠点・
配送体制で
JITを実現

ジャスト・イン・タイム

Achieve JIT (Just-In-Time)
with our bases and

proprietary
delivery system

納期・プロセス
管理システムで
短納期に対応

Respond to urgent delivery
with due-date/process
management system

metalics
阪神メタリックス

Respond to
urgent delivery

Improvement
in productivity

and quality



特殊鋼各種
フルラインナップで
ニーズに対応
Respond to the needs with
full lineup of each kinds of
special steel

最適な品種選定から
加工を絡めたご提案で

お客様のビジネスに貢献。
Contribute to your business by

proposal of selecting the best material
to suggesting the process of materialCOMMODITIES
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高機能の特殊鋼から非鉄金属まで、業界No.1クラスの
幅広いラインナップで、様々なニーズに最適解でお応えします。
From high-performance special steel to nonferrous metals,
we respond to various needs with broad lineup that is
top class in the industry.

■多品種の在庫で、多・小ロットに関わらず短納期対応いたします
Quick delivery with wide selection of inventory, no matter what the lot size is.

■丸棒は常時φ19～φ450を在庫し、
中間サイズ（φ105～φ175）も取り揃えております
Round bar ranging Φ19 to Φ450 always available in stock,
middle size (from Φ105 to Φ175) are also in our inventory.

加工を含め、最適な材料取りが選択可能に。
Enable the options to optimal material utilization, including processing.

取り扱い鋼材　Product l ineup

普 通 鋼 Plain Steel

機械構造用炭素鋼、
ステンレス鋼、工具鋼 他
Carbon steel for
mechanical structure,
Stainless steel,
Tool steel, etc.

特 殊 鋼
Special Steel

活躍する分野
Typical Application

特殊鋼は耐熱性や耐食性に優れ、普通鋼では耐えられない厳しい環境下で使われます。
Special steel is excellent in heat resistance and corrosion resistance,
and is used in harsh environments that plain steel cannot withstand.

ニッケルやクロムといった元素を添加し、
特殊な機能性を備える鋼
Steel with special functionality by alloying
with elements such as nickel, chromium, etc. 建設機械　産業機械　工作機械

自動車・バイク　船舶　鉄道
プラント　水処理　農業

Construction machines / Industrial machines /
Machine tools / Automobiles / Shipbuilding /

Railway / Factory Plants /
Water treatments / Agriculture

鉄 鋼
Steel

特 殊 鋼
Special Steel

型鍛造
アプセット鍛造
フリー鍛造

ローリング鍛造
Die-forging

Upset forging
Free forging
Roll forging

鍛　造
Forging

アルミ
銅
チタン

Aluminum
Copper

Titanium

非鉄金属・高合金
Nonferrous metals / High alloy

鋼管 Steel Pipe
鍛造 Forging
丸棒＋穴開 Round Bar + Drilling
溶断 Cutting

ご提案
Proposal

その他、特別仕様品においてもお気軽にご相談ください。
Inquiries for special specification products are also welcomed.

丸棒・鋼管・
鋼板・コイル・
平・角

Round bar / Pipe /
Plate / Coil / Flat bar /

Square bar

機械構造用炭素鋼
Carbon steel for
mechanical structure
機械構造用合金鋼
Alloy steel for
mechanical structure

ステンレス鋼全般
Stainless steel in general

高合金
High alloy
チタン
Titanium
低炭素鋼
Low Carbon Steel
工具鋼
Tool steel

鋳鍛鋼品
Cast-and-forged-steel
article

鋳鉄棒（デンスバー）
Cast iron bar (Dense bar)
磨棒鋼
Bright bar
各種鋼板
Various steel plates

各種鋼板の熔断
Cutting of
various steel plates

鋼管
Steel pipe

非鉄金属
Nonferrous metal

SXXC
SXXC

SCM・SNCM・SNC・SCr・SACM 他
SCM, SNCM, SNC, SCr, SACM, etc.

熱処理済品を多数在庫しております。SUS303・304・316・316L・403・403H・
420J2・420J2H・431・431H・630 他。原子力プラント向けも取り扱っております。
We keep wide selections of heat-treatmented stainless steel in stock, including but not limited to SUS 303 / 304 / 316 /
316L / 403 / 403H / 420J2 / 420J2H / 431 / 431H / 603, etc. We also have stainless steel for nuclear power plant application.
インコアロイ・インコネル・ハステロイ
Incoloy / Inconel / Hastelloy
純チタン、チタン合金
Pure titanium / Titanium alloy
S10C、純鉄 他
S10C, pure iron, etc.
SK・SKH・SKS・SKD 他
SK, SKH, SKS, SKD, etc.
SC・SCC・SCMn・SCS他、SF・SUSF・SFCM 他
原子力用ステンレス系鋳物。ロイド他、船級協会受検鍛造品を含めて、幅広く取り扱っております。
SC, SCC, SCMn, SCS, etc. SF, SUSF, SFCM, etc.   Stainless steel casting products for nuclear power plants.
Wide product range including forging products with marine approval from maritime classification society such as Lloyd's Register.
FC・FCD
FC, FCD
構造用炭素鋼・合金鋼・快削鋼・ステンレス鋼
Structural carbon steel, alloy steel, free cutting steel, and stainless steel. 
SS・SC・SCM・SUS他
SS, SC, SCM, SUS, etc.
各種鋼板の熔断、一般構造用鋼板 、溶接構造用鋼板 、高張力鋼板、 耐候／耐食性鋼板、
機械構造用炭素鋼板、ボイラー圧力容器用鋼板、その他特殊鋼板
Cutting of various kind of steel plates, including steel plate for general structure / welded structure / high tensile strength /
corrosion resisting / machine structure / boilers and pressure vessels and other special steel plates.
SGP・STPG・STPT・STKM・SUS-TK 他
専業数社と提携。切断販売はもちろん、需要家様との仕様取り交わしもいたしております。
SGP, STPG, STPT, STKM, SUS-TK, etc.  We affiliate with a few specialty companies. Not only cutting
and sales, but we also able to customize the specification according to user's requirement.
CXXXP・CXXXB・AXXXP・AXXXB・AXXXT・A7075T6・T6511 他。素材から鍛鋼品まで精力的に取り組んでおります。
CXXXP・CXXXB・AXXXP・AXXXB・AXXXT・A7075T6・T6511, etc. We work actively ranging from material to forging products.

この形状の
最適な材料取りは？
What is the best
method to get the
material of this shape?



金属の素材を金型やプレスなどで圧力を加えて、塑性流動させて成形します。
また、鍛流線が連続するために組織が緻密になり、鋳造に比べて鋳巣ができにくいので、強度に優れた粗形材をつくることができます。

Metal  is  formed into desired shape by applying pressure using presses or other tools.
As i ts internal  grain is c lose and cont inuous throughout the product,  and less l ikely to form cavity comparing to cast ing,

forging can produce rough-shaped mater ia l  with excel lent strength.
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機 械 加 工　Machining

〈森精機製作所 MORI SEIKI〉
ＮＣ旋盤（CL-253）

最大加工径：φ460　最大加工長さ：480
NC Lathe(CL-253)

Maximum turning diameter: Φ460
Maximum turning length: 480

総重量が重いにもかかわらず、
加工費が安く、値段が合わない。

Despite heavy total weight,
low machining fees making

theprice not feasible.

材料選定・機械加工・熱処理に関する問題を解決いたします。
We provide solutions to problems of material selection, machining and heat treatment.

型鍛造
Die-forging

材料の切断から、丸棒・アプセット鍛造品・圧接品を機械加工まで一貫して承っております。
粗加工と熱処理を施し出荷する場合から、高精度完成品まで承っております。
We offer one-stop solutions from the cutting of material to machining of round bar / upset forging product /
pressure welding product. We also offer rough machining, heat treatment, as well as high precision finished products.

小口径から大口径まで、穴開加工を得意としており、
ローダーとロボットによる効率的で生産性の高い量産品機械加工の実現により、コストダウンを図ります。
We are good at drilling process from small to big diameter. Autoloader and robots are available to make parts
manufactured by mass production possible with high efficiency and productivity, and could drive cost down.

材料選定から見直し、
より高度なコストダウンを
ご提案いたします。

We assist you to revise the
whole process starting from
material selection to reduce

the processing cost.

〈森精機製作所 MORI SEIKI〉
ＮＣ旋盤（NL-3000）

最大加工径：φ420　最大加工長さ：705
NC Lathe(NL-3000)

Maximum turning diameter: Φ420
Maximum turning length: 705

〈ヤマザキマザック MAZAK〉
ＮＣ旋盤（QTS-350M）

最大加工径：φ420　最大加工長さ：614
NC Lathe(QTS-350M)

Maximum turning diameter: Φ420
Maximum turning length: 614

〈トクピ製作所 Tokupi-Manufacturing〉
超高圧クーラントユニット
（U-HIPRECO110-20）

最高圧力：20MPa
Ultra high-pressure coolant distribution unit

(U-HIPRECO110-20)
Maximum pressure:20MPa

〈ヤマザキマザック MAZAK〉
ＮＣ旋盤（QTS-350）2台
最大加工径：φ420　最大加工長さ：614

 NC Lathe(QTS-350) 2 sets
Maximum turning diameter: Φ420

Maximum turning length: 614

〈川崎重工業 KAWASAKI〉
ロボット（ZK130SFE22型）

最大可搬質量：130kg
Robot(ZK130SFE22)
Maximum payload: 130kg

THE SOLUTION THE SOLUTION

数が多く、納期に間に合わない。
The quantity is too much

and unable to meet the deadline.

自社のローダー・ロボットにて
即納対応いたします。
Our autoloader / robot

can deal with your needs of
urgent delivery.

THE SOLUTION

大口径・小径穴開け加工に、
時間がかかり過ぎる。

Too much time expense drilling
large/small-diameter hole.

THE SOLUTION

自社で粗加工後、
提携熱処理メーカーで熱処理を行い、
自社配送便でお届けします。

After our in-house rough process,
the heat treatment is performed at

our affiliates, and the goods is delivered
to you using our delivery system.

THE SOLUTION

コストが合わない。
The cost is too high.

THE SOLUTION

機械加工や熱処理の
外注先が見つからない。

Couldn't find any subcontractor
for machining or heat-treatment.

弊社にて最適な業者選定を行い
供給いたします。

We select our best supplier
and supply the goods to you.

THE SOLUTION

難削材の加工に
時間がかかり過ぎる。

Need too much time drilling
difficult materials.

自社の超高圧クーラント
ユニット付属の旋盤で加工し、
納期短縮を図ります。

Using our lathe will shorten
the delivery time to the enduser.

THE SOLUTION

アプセット鍛造
Upset forging

フリー鍛造
Free forging

ローリング鍛造
Rol l  forging

鍛　造  Forging

自社にて穴開粗加工から、最終製品まで旋盤加工を行います。また量産品の旋盤加工もローダー・ロボットでの対応を行っております。
We perform whole process from in-house dr i l l ing to lathing to f inal  products.

We are also able to perform mass-product ion of lathing products by using autoloader or robot.

旋 盤 加 工  Lathing

国内対応可海外対応可 国内対応可海外対応可 国内対応可海外対応可 国内対応可海外対応可

自社加工にて工程間を短縮し、
最適なコストに抑えます。

Our in-house processing reduces
the inter-processes and

optimize the cost.

国内対応可海外対応可 国内対応可海外対応可 国内対応可海外対応可 国内対応可海外対応可

熱処理の配送コストと
納期が合わない。

The transportation cost of
heat-treatment does not match

with the delivery deadline.

弊社海外法人で
材料選定や機械加工、
熱処理を行います。

Our overseas subsidiary assists you
in driving cost down by shifting to overseas

production,from material selection
to machining and heat treatment.

〈森精機製作所 MORI SEIKI〉
ＮＣ旋盤（SL-4）
最大加工径：φ460　最大加工長さ：630
NC Lathe (SL-4)
Maximum turning diameter: Φ460
Maximum turning length: 630

ＮＣ旋盤（SL-35）2台
最大加工径：φ460　最大加工長さ：750
NC Lathe(SL-35) 2 sets
Maximum turning diameter: Φ460
Maximum turning length: 750

マシニングセンター（MV-55）
最大加工寸法：1020×550×400(A軸 Φ200)
Machining Center(MV-55)
Maximum turning range:
1020x550x400(A axis: Φ200)

総重量が重く、工程間の
運送コストがかかり過ぎている。

Transportation between processes
cost too much due to

heavy total weight.

自社専用工具で
粗内径・外径加工を行います。
We provide in-house solutions of

inner-diameter /
outer-diameter rough process,
saving your processing time.

〈森精機製作所 MORI SEIKI〉
ＮＣ旋盤（NL-2000）
ローダー付2台

最大加工径：φ366　最大加工長さ：510
NC Lathe (NL-2000) equipped with loader  2 sets

Maximum turning diameter: Φ366
Maximum turning length: 510



阪神電鉄本線 至芦屋至御影

国道43号

神戸鉄鋼埠頭
東神戸支店

「特殊鋼販売技士1級」を持ったスペシャリストが、
素材選びや、加工、コストダウンなどのお手伝いをいたします。
Our certified specialist will assist you in material selection, machining,
driving cost down, and any other aspect that we could help.

神戸から
日本全国へ、
そして世界へ。

市場経済の効率化に
スピーディに対応。

From Kobe to whole Japan,
and to the world.

We promptly respond to efficiency
improvement of market economy.DELIVERY

独自の
拠点・配送体制で
JITを実現
Achieve JIT (Just-In-Time)
with our bases and
proprietary
delivery system
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国 内 拠 点　Domestic bases

ジャスト・イン・タイム

神戸高速鉄道
高速長田

長田警察署

ローソン

公園

至高速神戸至須磨

本社

本　社
Head Office
〒653-0014
兵庫県神戸市長田区御蔵通7-29
TEL.078-575-1249/1248
FAX.078-575-1287/8435
敷地／171ｍ²
建物／鉄筋コンクリート3階建297ｍ²
7-29, Mikura-dori, Nagata-ku, Kobe-shi, 
Hyogo, 653-0014 Japan
TEL.+81-78-575-1249   FAX.+81-78-575-1287
Sales division
TEL.+81-78-575-1248   FAX.+81-78-575-8435

東神戸支店
East Kobe Branch
〒658-0023
兵庫県神戸市東灘区深江浜町159
TEL.078-452-0681㈹
FAX.078-452-8190
敷地／891ｍ²
建物／サイディングボード561ｍ²
159, Fukae Hama-machi, Higashinada-ku,
Kobe-shi, Hyogo, 658-0023 Japan
TEL.+81-78-452-0681   FAX.+81-78-452-8190

明石支店
Akashi Branch
〒674-0093
兵庫県明石市二見町南二見18-13
TEL.078-942-5300㈹
FAX.078-942-5378
敷地／2,180ｍ²
建物／【倉　庫】鉄骨スレート葺
　　　【事務所】鉄骨、鉄筋コンクリート2階建 1,300ｍ²
18-13, Minami Futami, Futami-cho,
Akashi-shi, Hyogo, 674-0093 Japan
TEL.+81-78-942-5300　FAX.+81-78-942-5378

京都支店
Kyoto Branch
〒613-0033
京都府久世郡久御山町林高黒1-12
TEL.0774-41-3300㈹
FAX.0774-41-3301
敷地／2,866ｍ²
建物／鉄筋メタルビル2階建1,989ｍ²
1-12, Hayashi Takaguro, Kumiyama-cho,
Kuse-gun, Kyoto, 613-0033 Japan
TEL.+81-774-41-3300　FAX.+81-774-41-3301

長田

深江

三菱重工

二見臨海工業用地内

山陽新幹線国道250号

明石支店

山陽電鉄本線

JR山陽本線
土山

西二見 東二見
至加古川 至明石市

山口の西
近
鉄
京
都
線

京都新聞
久御山工場

イオン

至京都

至奈良

国
道
24
号 

大
久
保
バ
イ
パ
ス

第
二
京
阪
道
路 近

鉄
大
久
保

府道15号

府道81号

京都支店久
御
山
南
IC

宇治安田

大久保田原

高松支店
Takamatsu Branch
〒761-1406
香川県高松市香南町西庄2294-1
TEL.078-942-5300㈹
FAX.078-942-5370
敷地／1,414ｍ²
建物／364ｍ²
2294-1, nishinosho, Konan-cho,
Takamatsu-shi, Kagawa, 761-1406 Japan
TEL.+81-078-942-5300　FAX.+81-078-942-5370

お客様の生産・品質向上に欠かせない優れた特殊鋼を、
“必要なものを、必要な時に、必要な量だけ”、即時納品いたします。
We deliver high quality special steel that is essential for
our customer's production and quality improvement,
"the right material, at the right time, and in the exact amount" instantly.

JAPAN

日本国内と同じサービスを
海外でも、ご提供いたします。
We provide the same service as
in Japan, even in overseas. 

日本国内と同じサービスを
海外でも、ご提供いたします。
We provide the same service as
in Japan, even in overseas. 

ASIA

ことでん琴平線

至高松

高松支店

高松自動車道高松檀紙IC

高松西IC

国
道
193
号

県
道
174
号 県道13号

県道12号

太田

仏生山一宮円座

岡本

空港通り

国道32号

高松空港

道の駅香南楽湯デイリー
ストア

レストラン和幸



出庫
Distr ibute

納品
Del ivery

〒675-2113
兵庫県加西市網引町字丸山2001-36
TEL.0790-49-0345㈹
FAX.0790-49-9615
敷地／9,549ｍ²
【鋼材センター】建物／鉄骨メタルビル2階建2,702ｍ²
【機 械 工 場】建物／鉄骨メタルビル1,083ｍ²
2001-36, Aza Maruyama, Amibiki-cho, Kasai-shi,
Hyogo, 675-2113 Japan
TEL.+81-790-49-0345　FAX.+81-790-49-9615

大型倉庫で在庫量を確保
Our huge warehouse ensures

the availability of stock.

在庫・物流・加工の中心拠点
The central base of stock,
logistic, and processing. 

小ロットの発注は各支店で
切断・加工を行い納品

Small lot orders are
cut/processed at and delivered

by each branch.

切断・加工処理能力増大
The throughput of cutting and

processing increases. 至大阪至岡山

至粟生

加古川北IC

国道372号
北条鉄道北条線

鋼材センター
綱引法華口

倉谷西

南綱引
田原

中山

ローコストオペレーションを追求し、自動倉庫の配備、即納体制の
整備、短納期での切断対応、高い生産効率を実現しております。
We managed to attain both prompt delivery and high productivity with
thorough implementation of low cost operation and establishment of
instant delivery system by utilizing our automated warehouse.

【収容能力】
3,000t（その内自動倉庫 500t）

【荷役設備】
ホイストクレーン（2.8t・4.8t）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8基
フォークリフト（2.5t）・・・・・1基

【切断機械設備】
HFA300・・・・・・・・・・・・・・・・3基
HFACNC400・・・・・・・・・・・4基
HFACNC500・・・・・・・・・・・1基
TCM-4・・・・・・・・・・・・・・・・・1基
TK5C-102GL・・・・・・・・・・・1基
CM100NC ・・・・・・・・・・・・・1基
PCSAW430・・・・・・・・・・・・1基

【Seating capacity】
3,000t
(Automatic warehouse system
500t

【Cargo work equipment】
Hoist crane(2.8t, 4.8t)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 sets
Forklift(2.5t)・・・・・・・・・・・・1 set

【Cutting machine】
HFA300・・・・・・・・・・・・・・3 sets
HFACNC400・・・・・・・・・・4 sets
HFACNC500・・・・・・・・・・・1 set
TCM-4・・・・・・・・・・・・・・・・1 set
TK5C-102GL・・・・・・・・・・・1 set
CM100NC・・・・・・・・・・・・・1 set
PCSAW430・・・・・・・・・・・・1 set

【Cargo work equipment】
Hoist crane(2.8t)・・・・・・・3 sets

【荷役設備】
ホイストクレーン（2.8t）・・・3基
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鋼材センター・機械工場　Steel Material Center Branch (Machine Factory)

本社・各支店
Head Office
Branches

自動発注・在庫管理
Automated Order /

Inventory Management
お客様

Customer

山陽自動車道

自動管理システムにより、納期遅れはございません。
There is never tardy delivery with our automated management system.

納期管理
Due-date management

工程管理
Process control

品質の安定
Stabi l i ty of  qual i ty

お引き合い
ヒアリング

Inquiry
Interview

商品・加工選定
ご提案

Proposal of goods and
processing selection

ご発注
機械加工

Order
Machining

各支店・海外拠点
から発送

Shipment from
domestic branch /

overseas base

リピート発注
Repet i t ive order

素材に関するご質問や
ご要望はもちろん、
用途、条件、問題点など
お聞かせください。
Understand the inquiries
and needs about the material,
as well as the usage,
conditions, issues, etc.

安定した鋼材の供給や
最適な加工方法を
ご提案いたします。
Propose solution of
stable steel supply and
best processing method.

ご発注後、速やかに
即納体制を取ります。
Promptly process the
order by using our
instant delivery system.

製鋼メーカーから届く
多種多様な特殊鋼を
各拠点が“ハブ”となり
効率よくお届けいたします。
Deliver various kinds of
special steel that come from
steel makers efficiently by
using our bases as "hub".

ご発注履歴のシステム化で
再発注や、変更などにも
スピーディに対応いたします。
Systemize order history
and promptly respond to
repetitive orders or
alteration of orders.

鋼材センター
機械工場

Steel Material
Center branch

 (Machine Factory)

機械工場の設備・能力
Equipment and capability of the Machine factory

鋼材センターの設備・能力
Equipment and capability of the steel material center branch

HYOGO

KYOTO

KAGAWA

JAPAN

鋼材センター・機械工場
Steel Material Center Branch
 (Machine Factory)

本 社
Head Office

明石支店
Akashi Branch 京都支店

Kyoto Branch

国 内 拠 点
Domestic bases

東神戸支店
East Kobe Branch

高松支店
Takamatsu Branch



阪神メタリックスで培った精神を受け継ぎ、
新たなビジネスを生み出すという意味の
DNA of frontier spirit originated from metal trading の略

赫智上海貿易有限公司 Dmet corp
200120
上海市浦東新区商城路800号 斯米克大厦14楼R14号
TEL.+86-21-5198-7707
FAX.+86-21-2215-7885
No.14, building 41, Cimic tower, No. 800 Shangcheng Road,
Pudong New Area, Shanghai, China，200120
TEL.+86-21-5198-7707  FAX.+86-21-2215-7885
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海 外 拠 点　Overseas subsidiary

日 本
中 国

海外拠点では、現地言語および日本語で応対・受付を行っております。
Our overseas subsidiary could respond to your needs and inquiries in local language and Japanese.

機械加工
Machining

材料選定
Selection of material

在　庫
Inventory

切　断
Cutting

品質管理
Quality control

熱処理
Heat treatment

海外拠点のサービス  Overseas Subsidiary Services

海外でも、国内と変わらないワンストップソリューションをご提供します。
Even in overseas, we provide one-stop solut ions just as what we do in Japan.

世界レベルのグローバル・ニーズに迅速に対応する為、2011年より積極的に海外で事業展開をしており、
国内と同水準の品質と納期で、きめ細やかな万全のサービス体制を整えております。
In order to promptly respond to global demand around the world, we aggressively expands our business
to overseas since year 2011. Thoroughgoing service framework that attentive to details is established to
provide same quality and delivery as in Japan.

製造業の海外移転が加速し、日本国内においても海外価格を求められるケースが増えております。
こうした明細のお手伝いをすることも、我々の責務と位置づけております。
材料・鍛造・加工・熱処理、そして何より検査体制を重視して参ります。
Japanese manufacturing have considered speeding up moving overseas. 
Also,there is an increasing number of cases that require the price of overseas in Japan. We are well positioned 
to offer solutions for customers business success. 
In addition to the material supply, forging, processing and heat treatment business, we will continue to focus 
on the own inspection system more than anything.

2011年、海外拠点として中国・上海に法人を立ち上げました。
これを皮切りにベトナム、インドネシアと、営業エリアを拡大して参ります。
We have established in 2011 Corporation, an Asia Regional hub based in Shanghai, China, and also have big 
interests to establish the business in Vietnam, Indonesia.

納期管理
Due-date management

鍛造（フリー、型打、ローリング、アプセット）
Forging (Free / Die / Roll / Upset)

海 外 拠 点
Overseas subsidiary

INDIA

VIET NAM
THAILAND

INDONESIA

CHINA
JAPAN

ベトナム

インドネシア

タイ

インド

切断即納対応により
加工納期を確保できます

We ensure the process due-date by
coping with instant cut and delivery

of material.

お客様独自で
材料を輸出する必要がなく、
輸送コストを抑えられます

Our customers do not need to export
the material by themselves,

and save on lower transportation cost.

日系及び信頼できるローカル
熱処理業者にて熱処理を行い、
高い品質の商品を供給いたします
Heat treatment is carried out by Japanese
company and our reliable local heat treatment

partners, enable us to provide
high quality products.

海外メーカー（湖北新治鋼有限公司・
江陰興澄特殊鋼鐵有限公司・

POSCO など）の材料も在庫できます
We could keep material made by

non-Japanese steel maker in stock.
 (Hubei Xinyegang Steel Co.,Ltd,

Jiangyin Xingcheng Special Steel, POSCO, etc.)

JIS材在庫があることで、
小ロット品でも海外加工が

可能となります
Goods with small lot size could also

be manufactured in overseas
with JIS material in stock.

海外拠点での機械加工や、
海外との定期便の確保で、
コストダウンを実現します

Cost is driven down by our overseas
subsidiary providing machining and

securing regular shipment in overseas.

6号線

浦東世紀
大都会

中信銀行
富邦銀行新大陸広場

中電大酒店

中国光大銀行
9号線

4
号
線

2号線

世紀大道

Dmet corp



QUALITY

納期・プロセス
管理システムで
短納期に対応
Respond to urgent delivery
with due-date/process
management system
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品質管理システム　Quality management system

■事業活動において、職場の生産性向上・業務効率化を図り、省エネルギー・省資
源・廃棄物の低減を推進します
We promote energy and resources conservation as well as waste reduction
by improving the workplace productivity and efficiency in our business activities.

■基準となる環境法令・条例、他の要求事項を遵守します
We comply to the environmental laws, regulations and other requirements.

■環境方針を達成するため、管理体制を充実させます
We enrich our management framework in order to carry out our environmental policy.

■全在庫（定尺・切断品・端材・廃却部に至るまで）についてチャージ管理を徹底
Thoroughgoing charge (heat) number management to whole inventory
(standard length bar, cut bar to scraps).

■出荷明細に対して使用材料のチャージを紐付けしデータ保管
Keep data records of delivered goods that linked with steel charge (heat) number.

■完全なトレーサビリティの確保や、対応するミルシートもデータ保存
Ensure complete traceability of the material's origin and store the data of
corresponded mill sheet.

環 境 方 針
Environmental Pol icy

明石支店
JIS Q 9100取得

Akashi Branch JIS Q 9100 certified

調達した資材を
効率よく管理。

グローバル競争に
生き残る個々の

ニーズにお応えします。
Manage the procured

material efficiently.
We cope with needs and strive to

survive global competition.

厳しく管理された独自CPシステム
Our rigorously managed proprietary I.T. system

長年培ってきた経験と品質維持を体系化した
独自の品質管理規定を定め、お客様に提供する「確かな価値」として
全社をあげて取り組んでいます。
Using our experience accumulated over many years and
our own quality control guidance that codifies quality maintenance,
we strive to provide our customer "solid value".

環境への取り組みが企業の重要な社会的責任の一つであると認識し、
さまざまな活動を通して地球環境の保全に努めております。
We recognize that commitment to environment management is one of 
important elements in corporate social responsibility, and we are committed
to preserve the global environment through various actions.

JIS Q 9100（認定書に依る）

BSK0315
BSKA0222


