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◎鉄鋼スラグ製品管理ガイドラインに基づくマニュアル

会社名 事業所名 審査状況
㈱神戸製鋼所 加古川製鉄所 ３０年１２月予定

高砂製作所 ３０年１０月予定
新日鐵住金㈱ 室蘭製鐵所 ３０年１０月予定

鹿島製鐵所 ３０年　９月予定
君津製鐵所 ３０年　８月予定
名古屋製鐵所 ３０年 ９月予定
和歌山製鐵所 ３０年１０月予定
広畑製鐵所 ３０年 ９月予定
八幡製鐵所 審査中
大分製鐵所 ３０年１０月予定

ＪＦＥスチール㈱ 東日本製鉄所（千葉地区） ３０年１１月予定
東日本製鉄所（京浜地区） ３０年１０月予定
西日本製鉄所（倉敷地区） ３０年１２月予定
西日本製鉄所（福山地区） ３０年１１月予定
仙台製造所 ３０年１１月予定

日新製鋼㈱ 呉製鉄所 ３０年　９月予定
周南製鋼所 ３０年１１月予定

愛知製鋼㈱ 知多工場 ３０年１０月予定
朝日工業㈱ 埼玉工場 審査中
㈱伊藤製鐵所 筑波工場 ３０年１０月予定

石巻工場 ３０年 ７月予定
㈱宇部スチール 宇部工場 ３０年１１月予定
王子製鐵㈱ 群馬工場 ３０年１１月予定
九州製鋼㈱ 佐賀工場 ３０年１２月予定
共英製鋼㈱ 山口事業所 ３０年１０月予定
合同製鐵㈱ 大阪製造所 ３０年１１月予定

船橋製造所 ３０年１１月予定
山陽特殊製鋼㈱ 本社（姫路）工場 ３０年　９月予定
ＪＦＥ条鋼㈱ 鹿島製造所 ３０年１２月予定

姫路製造所 ３０年１２月予定
水島製造所 ３０年１２月予定

清水鋼鐵㈱ 苫小牧製鋼所 ３０年１０月予定
新日鐵住金ステンレス㈱ 光製造所 ３０年１０月予定
拓南製鐵㈱ 新中城工場 ３０年　９月予定
大同特殊鋼㈱ 知多工場 ３０年１０月予定
㈱トーカイ ３０年１２月予定
東京鋼鐵㈱ 小山工場 ３０年１２月予定
東京鉄鋼㈱ 八戸工場 ３０年　８月予定
トピー工業㈱ 豊橋製造所 ３０年１２月予定
㈱中山製鋼所 船町工場 ３０年１２月予定
日本高周波鋼業㈱ 富山製造所 ３０年１２月予定
日本冶金工業㈱ 川崎製造所 ３０年１２月予定
北越メタル㈱ 長岡工場 ３０年１１月予定
三星金属工業㈱ 本社工場（燕市） ３０年１０月予定

鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドラインに基づく自社マニュアルを作成・取り組むことを
表明した会社一覧並びに審査状況

高
炉
会
社

電
炉
会
社

1

http://www.kobelco.co.jp/
http://www.nssmc.com/product/slag/
http://www.jfe-steel.co.jp/products/slag/index.html
http://www.nisshin-steel.co.jp/steel_slag/index.html
http://www.aichi-steel.co.jp/com_info/envi.html
http://www.asahi-kg.co.jp/index.html
http://www.onicon.co.jp/crp/kan.html
http://www.ube-ind.co.jp/ubs/
http://www.oji-steel.co.jp/company_env.html
http://www.kyushu-steel.com/torikumi/yosai.php
http://www.kyoeisteel.co.jp/business/environment/industrial_waste.html
http://www.godo-steel.co.jp/iso/index.html
http://www.sanyo-steel.co.jp/social/social03.html
http://www.jfe-bs.co.jp/recycle/
http://shimizusteel.co.jp/
http://www.ns-sc.co.jp/social/environments/zero_emission.php
http://www.takunan.co.jp/takunanseitetsu.html
http://www.daido.co.jp/csr/eco/recycle.html
http://www.kohtetsu.jp/environment/index.html
http://www.tokyotekko.co.jp/company/company03.html
http://www.topy.co.jp/csr/recycling/index.html
http://www.nakayama-steel.co.jp/menu/about/enviroment.html
http://www.koshuha.co.jp/
http://www.nyk.co.jp/index.php
http://www.hokume.co.jp/
http://www.mitsuboshi-scon.co.jp/


◎鉄鋼スラグ製品管理ガイドラインに基づくマニュアル

会社名 事業所名 審査予定・審査状況
協材砕石㈱ 名古屋事業所 ３０年 ９月予定
神鋼スラグ製品㈱ 加古川 ３０年１２月予定

高砂 ３０年１０月予定
ＪＦＥミネラル㈱ 東日本営業部（千葉地区） ３０年１１月予定

東日本営業部（京浜地区）  ３０年１０月予定
西日本営業部（倉敷地区） ３０年１２月予定
西日本営業部（福山地区） ３０年１１月予定

㈱テツゲン 君津支店 ３０年　８月予定
名古屋支店 ３０年 ９月予定

東方金属㈱ 呉製鉄所 ３０年　９月予定
日清鋼業㈱ 加古川支店 ３０年１２月予定

高砂支店 ３０年１０月予定
日鉄住金スラグ製品㈱ 室蘭事業所 ３０年１０月予定

鹿島事業所 ３０年　９月予定
君津事業所 ３０年　８月予定
名古屋事業所 ３０年 ９月予定
和歌山事業所 ３０年１０月予定
広畑事業所 ３０年 ９月予定
八幡事業所 審査中
大分事業所 ３０年１０月予定

日本磁力選鉱㈱ 大阪工場 ３０年１２月予定
泉大津工場 ３０年  ９月予定
周南工場 ３０年１１月予定
苅田工場 ３０年１１月予定

◎処理を委託する鉄鋼スラグの管理指針に基づくマニュアル

会社名 事業所名

㈱神戸製鋼所 加古川製鉄所

神戸製鉄所
高砂製作所

新日鐵住金㈱ 君津製鉄所
名古屋製鐵所
和歌山製鐵所
広畑製鐵所
八幡製鐵所
大分製鐵所

ＪＦＥスチール㈱ 知多製造所
日新製鋼㈱ 呉製鉄所
愛知製鋼㈱ 知多工場
大阪製鐵㈱ 堺工場

西日本製鋼所
大谷製鉄㈱
関東スチ－ル㈱
岸和田製鋼㈱
共英製鋼㈱ 枚方工場

名古屋事業所
合同製鐵㈱ 姫路製造所

船橋製造所
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http://www.kyouzai.co.jp/
http://www.shinko-slag.co.jp/news/news071031.htm
http://www.jfe-mineral.co.jp/zigyo/zigyo02.html
http://tetsugen.co.jp/index.html
http://www.toho-kinzoku.co.jp/
http://www.nisshinkogyo.com/index.html
http://www.slag.nssmc.com/
http://www.nmd.co.jp/business/slag-recycling.html
http://www.kobelco.co.jp/
http://www.jfe-steel.co.jp/products/slag/index.html
http://www.nisshin-steel.co.jp/steel_slag/index.html
http://www.aichi-steel.co.jp/com_info/envi.html
http://www.osaka-seitetu.co.jp/
http://www.e-osc.co.jp/
http://www.kantosteel.co.jp/jigyo/index.html#slg
http://www.kishi-seiko.co.jp/
http://www.kyoeisteel.co.jp/business/environment/industrial_waste.html
http://www.godo-steel.co.jp/iso/index.html


◎処理を委託する鉄鋼スラグの管理指針に基づくマニュアル

会社名 事業所名
三興製鋼㈱
ＪＦＥ条鋼㈱ 豊平製造所

東部製造所
新関西製鐵㈱ 堺工場
新日鐵住金ステンレス㈱ 光製造所
㈱城南製鋼所
大同特殊鋼㈱ 知多工場
中部鋼鈑㈱
千代田鋼鉄工業㈱
東京鉄鋼㈱ 本社工場

八戸工場
㈱トーカイ
中山鋼業㈱
㈱中山製鋼所 船町工場
日本高周波鋼業㈱ 富山製造所  
日本冶金工業㈱ 川崎製造所
日立金属㈱ 安来工場
不二越㈱ 富山事業所
北越メタル㈱ 長岡工場
三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱
㈱向山工場
山口鋼業㈱
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http://www.sankoseiko.co.jp/seiko.html
http://www.jfe-bs.co.jp/recycle/
http://www.shinkansai-steel.co.jp/pdf/20071001.pdf
http://www.ns-sc.co.jp/social/environments/zero_emission.php
http://www.jonan-steel.co.jp/slag.html
http://www.daido.co.jp/csr/eco/recycle.html
http://www.chubukohan.co.jp/
http://www.chiyoda-steel.co.jp/company3.html
http://www.tokyotekko.co.jp/company/company03.html
http://www.tokai-steel.jp/kankyo/kankyo.php
http://www.nspweb.co.jp/recycle/index.html
http://www.nakayama-steel.co.jp/menu/about/enviroment.html
http://www.koshuha.co.jp/
http://www.nyk.co.jp/files/pdf/ja/news_080101.pdf
http://www.hitachi-metals.co.jp/corp/corp04.html
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/
https://www.hokume.co.jp/
http://www.mitsubishisteel.co.jp/company/location/map9_muroran.htm
http://www.mukoyama-steel.com/technology/environment.html
http://www.yamaguchi-kogyo.co.jp/

