
会員各社・鉄鋼スラグ製品製造事業所および連絡窓ロ

エスメント関東㈱               営業部  〒104-0033 東京都中央区新川1-16-14 アクロス新川ビルアネックス1階 TEL.03-3523-9108　　 www.esmentkanto.co.jp/

エスメント中部㈱ 営業部         〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-26-13 ちとせビル8階 TEL.052-564-7208　　    www.esment.jp/

協材砕石㈱ 本社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-19 TEL.03-5280-2282 www.kyouzai.co.jp/

協材砕石㈱ 名古屋事業所 〒476-0015 愛知県東海市東海町5-3 新日鐵住金㈱名古屋製鐵所構内 TEL.052-601-1677　　　

㈱神戸製鋼所 鉄鋼事業部門技術総括部 〒651-8585 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 TEL.078-261-5413 www.kobelco.co.jp/

㈱神戸製鋼所      加古川製鉄所製銑部資源循環室 〒675-0137 兵庫県加古川市金沢町1 TEL.079-436-1270

㈱神戸製鋼所         鋳鍛鋼事業部製鋼鋳造部製鋼鋳造技術室 〒676-8670 兵庫県高砂市荒井町新浜2-3-1 TEL.079-445-7193

山陽特殊製鋼㈱ スラグ製品事業室 〒672-8677 兵庫県姫路市飾磨区中島3007 TEL.079-235-6142 www.sanyo-steel.co.jp/

神鋼スラグ製品㈱     営業部 〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1 ＩＨＤセンタービル6階 TEL.078-261-5656　   www.shinko-slag.co.jp/

JFEスチール㈱　 本社スラグ事業推進部　 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3 TEL.03-3597-3635　　 www.jfe-steel.co.jp/

JFEスチール㈱　　　　 東日本製鉄所企画部企画室（千葉地区）　 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1 TEL.043-262-2271

JFEスチール㈱　　　  東日本製鉄所企画部企画室（京浜地区）　　　　　　　 〒210-0868 神奈川県川崎市川崎区扇島1-1 TEL.044-322-1130

JFEスチール㈱　　  西日本製鉄所企画部企画室（倉敷地区） 　　　 〒712-8511 岡山県倉敷市水島川崎通り1丁目 TEL.086-447-2381

JFEスチール㈱　　  西日本製鉄所企画部企画室（福山地区） 〒721-8510 広島県福山市鋼管町1 TEL.084-945-3122

JFEミネラル㈱　　  　　 製鉄関連総括部            〒105-0014 東京都港区芝三丁目3-8-2 住友不動産芝公園ファーストビル5階 TEL.03-5445-5213 www.jfe-mineraｌ.co.jp/
JFEミネラル㈱　　　  　 東日本営業部千葉         〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1 JFEスチール東日本製鉄所（千葉地区）内 TEL.043-262-2158

JFEミネラル㈱　　  　　 東日本営業部京浜 〒210-0868 神奈川県川崎市川崎区扇島1-1 JFEスチール東日本製鉄所（京浜地区）内 TEL.044-277-7690

JFEミネラル㈱　　  　　                                       西日本営業部倉敷         〒712-8511 岡山県倉敷市水島川崎通り1丁目 JFEスチール西日本製鉄所（倉敷地区）内 TEL.086-447-4492

JFEミネラル㈱                                                     西日本営業部福山     〒721-8510 広島県福山市鋼管町1 JFEスチール西日本製鉄所（福山地区）内 TEL.084-941-0997

新日鐵住金㈱ 本社スラグ・セメント事業推進部 〒100-8071 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング TEL.03-6867-6199    　www.nssmc.com/

新日鐵住金㈱ 室蘭製鐵所工程業務部購買室 〒050-8550 北海道室蘭市仲町12 TEL.0143-47-2276

新日鐵住金㈱ 鹿島製鐵所設備部リサイクル推進室 〒314-0014 茨城県鹿嶋市光3 TEL.0299-88-2914

新日鐵住金㈱ 君津製鐵所資源化推進部スラグ製品室 〒299-1141 千葉県君津市君津1 TEL.0439-50-2029

新日鐵住金㈱ 名古屋製鐵所資源化推進部スラグ室 〒476-8686 愛知県東海市東海町5-3 TEL.052-603-7117

新日鐵住金㈱ 和歌山製鐵所生産技術部リサイクル技術室 〒640-8555 和歌山県和歌山市湊1850 TEL.073-454-4119

新日鐵住金㈱ 広畑製鐵所生産技術部資源化推進室 〒671-1188 兵庫県姫路市広畑区富士町1 TEL.079-236-5944

新日鐵住金㈱ 八幡製鐵所生産技術部スラグ・資源化企画推進室 〒804-8501 福岡県北九州市戸畑区飛幡町1-1 TEL.093-872-6132

新日鐵住金㈱ 大分製鐵所工程業務部スラグ営業室 〒870-0992 大分県大分市大字西ノ洲1 TEL.097-553-2606

清新産業㈱　　　　　　  本社スラグ営業部 〒805-0017 福岡県北九州市八幡東区山王1-16-8 TEL.093-661-4635　 www.e-plaza.co.jp/seishin/

清新産業㈱                大分支店 〒870-0018 大分県大分市豊海2-4-7 TEL.097-536-1371

大同特殊鋼㈱　　　　　　　 本社総務部 〒461-8581 愛知県名古屋市東区東桜1-1-10 アーバンネット名古屋ビル TEL.052-963-7503 www.daido.co.jp/

㈱テツゲン                 本社技術部 〒102-8142 東京都千代田区富士見1-4-4 TEL.03-3262-4154 www.tetsugen.co.jp/

㈱デイ・シイ                セメント事業本部川崎工場 〒210-0854 神奈川県川崎市川崎区浅野町1-17 TEL.044-322-5360　 www.dccorp.jp/

㈱デイ・シイ                セメント事業本部営業部 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町8 パレール三井ビル17階 TEL.044-223-4753

東方金属㈱                スラグ部 〒737-0027 広島県呉市昭和町11-1 TEL.0823-21-4205　 www.toho-kinzoku.co.jp/

㈱中山製鋼所            総務本部環境管理室 〒551-8551 大阪府大阪市大正区船町1-1-66 TEL.06-6555-3115　 www.nakayama-steel.co.jp/

日清鋼業㈱               鉄鋼カンパニー加古川支店 〒675-0137 加古川市金沢町1 ㈱神戸製鋼所加古川製鉄所構内 TEL.079-435-1731　 www.nisshinkogyo.com/

日清鋼業㈱               鉄鋼カンパニー神戸支店 〒657-0863 神戸市灘区灘浜東町2 ㈱神戸製鋼所神戸製鉄所総合事務所内 TEL.078-881-6611

日新製鋼㈱              　 本社技術総括部 〒100-8366 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル TEL.03-3216-6225　 www.nisshin-steel.co.jp/

日新製鋼㈱               呉製鉄所環境防災部スラグ販売・開発チーム 〒737-8520 広島県呉市昭和町11-1 日新製鋼㈱ 呉製鉄所構内 TEL.0823-25-8240

日鉄住金高炉セメント㈱ 営業部　　　　　　 〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町5-18 博多ＮＳビル2階 TEL.092-283-0321　　 www.kourocement.co.jp/

日鉄住金スラグ製品㈱　　　　　　　本社営業部 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-9-4 長寿ビル6階 TEL.03-5643-7575 www.slag.nssmc.com/

日鉄住金スラグ製品㈱　　　　　　　室蘭事業所営業室 〒050-0083 北海道室蘭市東町2-22-5 ビライーストタワー1階 TEL.0143-41-1151　

日鉄住金スラグ製品㈱　　　　　　　鹿島事業所営業部 〒314-0014 茨城県鹿嶋市光3 新日鐵住金㈱ 鹿島製鐵所構内 TEL.0299-84-3947　

日鉄住金スラグ製品㈱　　　　　　　君津事業所営業第一室・営業第二室 〒299-1141 千葉県君津市君津1 新日鐵住金㈱ 君津製鉄所構内 TEL.0439-27-1801　

日鉄住金スラグ製品㈱　　　　　　　名古屋事業所営業室 〒476-0015 愛知県東海市東海町1-1-1 第一商社センター101号 TEL.052-601-0031　

日鉄住金スラグ製品㈱　　　　　　　和歌山事業所営業部 〒640-8404 和歌山県和歌山市湊1850 新日鐵住金㈱ 和歌山製鐵所構内 TEL.073-452-4300

日鉄住金スラグ製品㈱　　　　　　　広畑事業所スラグ営業部 〒671-1125 兵庫県姫路市広畑区長町1-12 TEL.079-236-8888　

日鉄住金スラグ製品㈱　　　　　　　八幡事業所営業部 〒804-0001 福岡県北九州市戸畑区飛幡町2-2 TEL.093-872-5892　

日鉄住金スラグ製品㈱　　　　　　　大分事業所営業部 〒870-0902 大分県大分市西ノ洲1 新日鐵住金㈱ 大分製鐵所構内 TEL.097-553-2669

日鉄住金スラグ製品㈱　　　　　　　北海道支店営業室 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西1-1-1 札幌ブリックキューブ7階 TEL.011-221-3020
日鉄住金スラグ製品㈱　　　　　　　東北支店営業室 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル8階 TEL.022-212-5073

日鉄住金セメント㈱           本社総務部総務課 〒050-8510 北海道室蘭市仲町64 TEL.0143-44-1693　 www.ns-cement.nssmc.com/

日鉄住金セメント㈱           営業部東京支店 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-12 バンセイ室町ビル5階 TEL.03-3279-0581

日本磁力選鉱㈱       本社 〒802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借3-6-42 TEL.093-521-4402　 www.nmd.co.jp/

日本磁力選鉱㈱        東京支店 〒110-0015 東京都台東区東上野3-39-5 第一地所上野ビル4階 TEL.03-5818-0811

濱田重工㈱               技術部 〒804-0053 福岡県北九州市戸畑区牧山1-1-36 TEL.093-883-2873　 www.hamada-hi.co.jp/

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館内 TEL.03-3669-4824　 www.jisf.or.jp/

普通鋼電炉工業会                                                                                  〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館3階 TEL.03-5640-1122　 www.fudenkou.ｊp/

(一社)日本鉄鋼連盟

http://www.sanyo-steel.co.jp/
http://www.jfe-mineral.co.jp/
http://www.daido.co.jp/
http://www.tetsugen.co.jp/

