GROUP INFORMATION

YAMCO GROUPはお客様の
グローバルな活動をサポートします。
お客様へ提案・提供、協力会社の連携、
皆様へのナンバーワン企業であり続けます。
The Yamco Group is a domestic and global supplier in a variety of products and services.
Yamco strives to bring to the marketplace the highest quality products at a competitive
price with a service level that is unmatched.
Yamco's number one priority is the needs of their customer.

国内、海外のお客さま

Needs
（新製品開発・コスト低減・品質向上）

提案

提供
山進産業株式会社

ステンレス鋼、各種鋼材の切断・加工・販売

ヤマシンスチール株式会社

上海山進金属貿易有限公司
ステンレス鋼、
各種鋼材
の流通・販売

YAMCO GROUP
山進グループ

ステンレス鋼、高合金の
冷間引抜磨棒鋼の製造・販売

お客様のグローバルな活動をサポー
のグロ バルな活動を
ト
GROBAL SUPPORT

楠田金属株式会社

山进特殊钢(江苏)有限公司

プレス加工品及び
板金加工品の製作・販売

ステンレス鋼、高合金の
冷間引抜磨棒鋼の製造・販売

連

携

仕入先、協力会社

Seeds
（情報交換・共同開発・技術連携）
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ステンレス鋼、特殊鋼、
ステンレス金属加工、
ステンレス鋲螺または各種プレス、鋼材加工など
幅広い商品群に、豊かな取り扱い実績を誇るYAMCO GROUP単に商品を供給するのみな
らず「お客様の要望：Needs」
「YAMCO GROUPや協力会社の技術、製品：Seeds」
を統合し
た新たな価値を創造する企業として信頼関係を築いてきました。私たちは独自のビジョンを掲
げ国内のみならず海外のお客様にも製品を提供できるナンバーワン企業を目指しております。
YAMCO GROUPは皆様の信頼に応え続けるため成長し続けます。

The Yamco Group provides a wide range of products such as a vast variety of raw
materials in stainless steels and specialty steels, various machining and cutting
services, punching/stamping and a large variety of ﬁnished fastening products in a
wide range of materials.
With over 40 Years of combined experience the industry Yamco has proven to their
customers all over the world that they can provide the highest quality products
combined with the best customer service at very competitive pricing. This strategy
keeps Yamcoʼs customers extremely competitive in the ever changing marketplace.
Yamco keeps ahead of their competition by utilizing the latest in equipment
utilization and stays on the cutting edge of technology.
Yamco strives to be a preferred vendor and long term strategic partner to its
customers.
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山進産業株式会社
関東営業所
関東物流センター

ヤマシンスチール株式会社
恵那工場

上海山进金属贸易有限公司
上海営業所
山进特殊钢(江苏)有限公司
金壇工場
山进特殊钢(江苏)有限公司
東莞新沙港物流センター

山進産業株式会社
本社
枚方物流センター
ヤマシンスチール株式会社
本社
枚方物流センター
楠田金属株式会社
本社工場
第2工場
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丸棒製品 Round bar

P R O D U C T S
商 品 紹 介

カスタマーニーズを熟知した
山進グループの製品。
Know well customer's needs
Products of Yamashin group

異形棒製品 Shaped bar
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六角棒製品 Hexagonal bar

鍛造部品 Forged product

四角・平角棒製品 Square & Flat bar

取り扱い鋼種
ステンレス棒鋼全般
（オーステナイト系､マルテンサイト系､フェライト系等）
超清浄鋼クリーンスター
HDD（ハードディスクドライブ）用ステンレス鋼
チタン、
インコネル、
インコロイ、
モネル、
カーペンター等
各種精密鍛造品
各種精密加工品

切削部品 Machining parts product

板金加工品 Sheet metal product

Product
Stainless steel bar
(Austenitic type, Martenstic type, Ferritic type, etc)
Clean stainless steel
(With minute non-metallic inclusions and low gas content)
Stainless steel for HDD
（Low outgas stainless steel for Hard Disk Drive）
Titanium, Inconel, Incolloy, Monel, Carpenter
Forged product
Machining parts product

プレス加工品 Press & Stamping product
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ISO 9001
JQA-QMA10877

ステンレス鋼、各種鋼材の切断・加工販売
Fabrication and sales of stainless and other steel products

D E L I V E R Y
販 売・流 通

必要なものを必要なときに必要な分だけ。
私たちはいつもお客様第一主義です。
The right product in the right quantity at the right time.
We are working on the principle of "customer first".

会社概要

OUT LINE

所 在 地 本社
〒540-0005
大阪市中央区上町1丁目19-5（YAMCOビル）
TEL 06-6768-0820（代） FAX 06-6764-5538

Location

関東営業所
〒341-0059
埼玉県三郷市インター南2丁目1-1
TEL 048-853-0888 FAX 048-953-7159

Kanto Office
1-1, 2-Chome, Intaminami, Misato City, Saitama,
341-0059, Japan
TEL+81-48-853-0888 FAX+81-48-953-7159

枚方物流センター
〒573-0136
大阪府枚方市春日西町2丁目25-18
TEL 072-859-5305 FAX 072-858-8710

Hirakata Distribution center
25-18, 2-Chome Kasuga-Nishimachi, Hirakata City,
Osaka, 573-0136, Japan
TEL+81-72-859-5305 FAX+81-72-858-8710

関東物流センター
〒341-0059
埼玉県三郷市インター南2丁目1-1
TEL 048-853-0888 FAX 048-953-7159

Kanto Distribution center
1-1, 2-Chome, Intaminami, Misato City, Saitama,
341-0059, Japan
TEL+81-48-853-0888 FAX+81-48-953-7159
Foundation

February 14．1972

資 本 金 5,000万円

Capital

50 million yen

決 算 期 毎年1月31日

Fiscal year

February 1 to January 31 the following year

Board of director

Susumu Yamauchi, President & Chairman CEO
Eiji Yamauchi, CEO
Takashi Yamauchi, CEO

取引銀行 三菱東京UFJ銀行 上町支店
三井住友銀行 上町支店
みずほ銀行 大阪支店
日本政策金融公庫 大阪支店
商工中金 船場支店
紀陽銀行 上本町支店

Bank

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Uemachi branch
Sumitomo Mitsui Banking Corp, Uemachi branch
Mizuho Bank, Osaka branch
Japan Finance Corporation, Osaka branch
Shoko Chukin Bank, Senba branch
The Kiyo Bank, Uehonmachi branch

営業品目 ステンレス鋼、
特殊鋼、耐熱鋼、合金鋼
工具鋼、普通鋼の材料販売及び関連製品の製造販売

Business Line

Sales of stainless steel, special steel,
heat resisting steel, alloy steel, tool steel

創

役
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Head Office
19-5, 1-Chome, Uemachi, Chuo-ku, Osaka City,
540-0005, Japan
TEL+81-6-6768-0820 FAX+81-6-6764-5538

業 昭和47年2月14日

員 代表取締役
取 締 役
取 締 役

山内
山内
山内

進
英司
貴司

本

社

Head Office

お客様のグローバル化活動をサポート
GLOBAL SUPPORT YAMASHIN INDUSTRY CO., INC.

ステンレス鋼、
特殊鋼、耐熱鋼、高合金鋼および工具高などの鋼材製造、加工及び販売を業務とし、
お客様のニースに応えるべく技術、
サービスの向上に努めて参ります。

鋼材販売事業部

海外事業部

ステンレス鋼、高合金、
チタン、
アルミニウム、伸銅品、構造用鋼など、
様々な鋼材製品を取り扱っております。

ステンレス、炭素鋼、高合金鋼、
その他一般鋼で製作される六角ボルト、
六角ナット、長ネジ、
線等の製品も鋼材と同様に取扱っております。

We have on offer various steel products, such as stainless steel, high
alloy, titanium, aluminium, wrought copper and copper alloys, and
structural steel.

Yamashin Industry provides various completed products-such as
hexagon head bolts, hexagon nuts, continuous-thread studs, and wire
made of stainless steel, carbon steel, high alloy steel, and general steel.

豊富な在庫と最新の切断設備で定尺から切断販売まで、
また少量か
ら量産まで短納期をモットーにご要望に応じます。

炭素鋼ボルト＆ナット

ステンレス鋼ボルト＆ナット

Carbon steel head bolt & nut

Stainless steel bolt & nut

substantial inventory with the latest equipment in order to meet
market requirements for small miscellaneous metal lots.

高合金鋼、一般鋼など
QRコードによる商品の管理により在庫の誤出荷を徹底防止しています。

High alloy

General steel

Products

Prevents mis-shipment of the stock by management of the product by QR Code.
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枚方物流センター
Hirakata distribution center

豊富な在庫で迅速な対応。
Quick delivery with plenty of inventory.
多品種、小ロットの市場ニーズに応えるべく、豊富な
在庫で即納対応。
ステンレス鋼をはじめ特殊鋼、耐
熱鋼、工具鋼等の鋼材販売はもちろん切断加工品、
鍛造製品、機械加工品も製造、販売致しております。
Our plenty of inventory responds to market needs of
varied small-lot products. Yamashin supplys not only
steel products such as stainless steel, special steel,
heat resisting steel and tool steel but also cutting
products, forged products and machining parts
products.
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切断機 Cutting machine

切断機 Cutting machine

クレードルラック Cradles rack

切断機 Cutting machine

関東営業所・関東物流センター
Kanto Office & Kanto distribution center

2013年8月 埼玉県三郷市にて関東営業所・関東物流センターを開業
Open Kanto Office, Kanto distribution center in Misato-shi, Saitama in August, 2013

関東一円の物流拠点として販売体制の強化とさらなる顧客のニーズに
対応すべく飛躍し続けます。
YAMCO continue making rapid progress in order to support the
reinforcement of the sales system and the needs of the further
customer as a physical distribution base of the whole Kanto.

切断機 Cutting machine

切断機 Cutting machine

上海山进金属贸易有限公司
2013年11月 上海市徐滙区にて操業開始

お客様のグローバルな活動をサポートします。

Establishment beginning in October 2013

It supports the activities of global customers

会社概要

OUT LINE

会 社 名 上海山进金属贸易有限公司

Name

Shanghai Yamashin Metal Trading Co., Ltd.

所 在 地 200235
中国上海市徐滙区中山西路2025号423室
TEL+86(中国)-21-6487-8121
FAX+86(中国)-21-6487-8122

Location

200235
Room 423, No.2025, Zhongshan West Rood,
Xuhui District , Shanghai
TEL+86-21-6487-8121
FAX+86-21-6487-8122

創

Foundation

October 1. 2013

Capital

1 million RMB

Board of director

Susumu Yamauchi (Chairman & CEO)
Eiji Yamauchi (President & CEO)
Takashi Yamauchi (Vice President & CEO)

Business Line

Sales of cold finished stinress steel bar
and the thing which accompanies

業 平成25年10月1日

資 本 金 100万元
役

員 董事長 山内
董 事 山内
董 事 山内

進
英司
貴司

営業品目 ステンレス鋼および高合金の材料流通販売
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ステンレス鋼、高合金の冷間引き抜き磨き棒鋼の製作・販売

ISO 9001
JQA-2593

ISO 14001
JQA-EM4959

Production and sales of cold drawn finished stainless and high alloy steel bars

F A C T O R Y
工 場 設 備

半世紀の経験と技術が
世界に通じる名作を生む
Experience and techniques during the half century
produce world quality products.

会社概要

OUT LINE

所 在 地 本社
〒540-0005
大阪市中央区上町1丁目19-5（YAMCOビル）
TEL 06-6763-1395（代） FAX 06-6763-3197

Location

恵那工場
〒509-7126
岐阜県恵那市武並町新竹折30番地
恵那テクノパーク
TEL 0573-28-1215 FAX 0573-28-2513

Ena Plant
30 Shintakeori,Takenamicho, Ena City, Gifu,
509-7126, Japan
TEL+81-573-28-1215 FAX+81-573-28-2513

枚方物流センター
〒573-0136
大阪府枚方市春日西町2丁目25-18
TEL 072-859-5305 FAX 072-858-8710

Hirakata Distribution center
25-18, 2-Chome, Kasuga-Nishimachi, Hirakata City,
Osaka, 573-0136, Japan
TEL+81-72-859-5305 FAX+81-72-858-7810
Foundation

October 1．1939

資 本 金 9,000万円

Capital

90 million yen

決 算 期 毎年8月31日

Fiscal year

September 1 to August 31 the following year

Board of director

Eiji Yamauchi, President & CEO
Susumu Yamauchi, Chairman & CEO
Takashi Yamauchi, CEO

取引銀行 三菱東京UFJ銀行 上町支店
三井住友銀行 上町支店
みずほ銀行 大阪支店
日本政策金融公庫 大阪支店
商工中金 船場支店
大阪商工信用金庫 本店営業部
紀陽銀行 上本町支店

Bank

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Uemachi branch
Sumitomo Mitsui Banking Corp, Uemachi branch
Mizuho Bank, Osaka branch
Japan Finance Corporation, Osaka branch
Shoko Chukin Bank, Senba branch
Osaka Shoko Shinyo Kinko, Headquarters
The Kiyo Bank, Uehonmachi branch

営業品目 ステンレス鋼、及び高合金の冷間
引き抜き磨き棒鋼の製造及び販売

Business Line

Manufacture and sales of cold finished stainless
steel bar

創

役
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Head Office
19-5, 1-Chome, Uemachi, Chuo-ku, Osaka City,
540-0005, Japan
TEL+81-6-6763-1395 FAX+81-6-6763-3197

業 昭和14年10月1日

員 代表取締役 山内
取 締 役 山内
取 締 役 山内

英司
進
貴司

恵那工場
Ena factory

品質が全てを語る。一分のミスも見逃さない徹底した品質管理体制。
Quality tells everything. Through going quality control.

ステンレス磨棒業界初のISO認証取得
The first ISO Certified stainless steel bar
producers in its field.

最新設備と技術が可能にしたミクロンの精度
Up-to-date equipment and technique have
developed the accuracy of micron.

バーコード管理システムにより生産の効率化、
品質の安定性を確保
High productivity and stable quality by bar-code
control system.

豊富な在庫量で短納期対応
Quick delivery with plenty of inventry.

口付 Pointing

酸洗 Acid Pickling

引抜き Drawing

熱処理 Heat Treatment

切断

Cutting

矯正 Straightening
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山进特殊钢(江苏)有限公司
お客様のグローバルな活動を更にサポートします。
In addition, global support Yamashin Group

2015年9月 創業開始
Establishment beginning in September, 2015

会社概要

OUT LINE

会 社 名 山进特殊钢(江苏)有限公司

Name

YAMASHIN SPECIAL STEEL (JIANGSU) CO., LTD.

所 在 地 213200
江苏省常州金壇市华城路1668号(国际工业城16号楼)
TEL +86(中国)-519-8018-8111
FAX +86(中国)-519-8018-8128

Location

International Industry Park No.16,
No.1668 Huacheng Road,Jintan city,Changzhou,
213200 China
TEL +86(China)-519-8018-8111
FAX +86(China)-519-8018-8128
Dong Guan Xinsha Port Logistics Centre
Postal code:523147
Machong Xinsha Logistics Park, Dongguan city,
Guangdong Province, China.
TEL+86(China)-769-8823-7900
FAX+86(China)-769-8823-7901

東莞新沙港物流センター
523147
中国广东省东莞市麻涌镇新沙物流园
TEL +86(中国)-769-8823-7900
FAX +86(中国)-769-8823-7901
創

業 平成27年9月1日

資 本 金 400万米ドル
役

員 董事長

山内

英司

営業品目 ステンレス、
高合金などの冷間引抜磨棒鋼の製造
及び販売

Foundation

September 1, 2015

Capital

US$4,000,000

Board of director

Eiji Yamauchi (Chairman of the Board)

Business Line

Manufacture and sales of Cold finished Stainless
steel bar
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楠田金属株式会社
プレス加工品及び板金加工品の製作・販売
Manufacture and sale of press processing and sheet metal processing

本社工場
Head Office & Factory

プレスマシン
Stamping Press

第２工場
Second Factory

ハイフレックスプレス
Hy-Flex Press

ハイフレックスプレス
Hy-Flex Press

3軸リニアドライブ・ファイバーレーザマシン
Three-axis linear drive fiber laser machine

YAGレーザー溶接機
YAG Laser welder

会社概要

OUT LINE

会 社 名 楠田金属株式会社

Name

Kusuda Kinzoku Co.,Ltd

所 在 地 本社工場
〒581-0042
大阪府八尾市南木ノ本1丁目68-1
TEL(072)924-1336 FAX(072)996-1199

Location

Head Office & Factory
68-1, 1Chome Minamikinomoto,Yao City,Osaka,
581-0042 Japan
TEL +81-72-924-1336 FAX +81-72-996-1199
Second Factory
70-1, 1Chome Minamikinomoto,Yao City,Osaka,
581-0042 Japan
TEL +81-72-924-5720 FAX +81-72-924-5737

第二工場
〒581-0042
大阪府八尾市南木ノ本1丁目70-1
TEL(072)924-5720 FAX(072)924-5737
Foundation

1926

会社設立 昭和28年9月

Establishment

September, 1953

資 本 金 1,000万円

Capital

10 million Yen

Board of director

Susumu Yamauchi, Chairman & CEO
Eiji Yamauchi, President & CEO
Takashi Yamauchi, CEO

取引銀行 三井住友銀行 上町支店
永和信用金庫 八尾南支店
商工中金 船場支店

Bank

Sumitomo Mitsui Banking Corp, Uemachi branch
Eiwa Bank, Yaominami branch
Shoko Chukin Bank, Senba branch

営業品目 自転車部品
自動販売機部品
鍵部品
剪定鋏
フィルター関連部品
道路関連資材
自動車部品

Business Line

Bicycle parts
Vending machine part
Key part
Pruning shears
Filter-related parts
Road-related material
Auto parts

創

役

業 大正15年

員 代表取締役
代表取締役
取 締 役

山内
山内
山内

進
英司
貴司
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YAMASHIN GROUP

http://yamashin.yamco.co.jp

http://www.yamco-yamashin.com

楠田金属株式会社

山进特殊钢(江苏)有限公司
http://www.sh-yamashin.com.cn

上海山进金属贸易有限公司
http://www.yamco-symt.com/

