ALLOY Corporation
Producer of Stainless Steel Construction Materials
会社案内

株 式 会 社アロイ

アロイの革新技術
The processing innovations "ALLOY" in stainless steel world

OUR BUSINESS
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事業紹介

発想を形に。
アロイの販売事業

A l l oy S a l e s
製品組立・溶接
切断

材料素材
卸売

加工

お客様

試験・開発

設計協力
技術提案

同行営業

Alloy Service
アロイのサービス

アロイのサービス

アロイの販売

Alloy Sales

Alloy Service

製品組立・溶接

○多数の管理技術者による信頼性

○溶接技能者の施工による高い品質

○プラント〜公共事業、神社仏閣まで豊富な実績

原料・材料・機材卸売

○製鋼原料（Ｍｎ，Ｍｏ，Ｗ等）販売
○窯業関連販売

○圧延ロール及びその他機材販売

○ステンレス鋼、
アルミ、チタン販売

板、形鋼、棒鋼、異形鉄筋、鋳造品、鍛造品
及び溶接形鋼

その他材料各種

切断（溶断、せん断、切削切断等）

○各種切断方法による用途に応じた最適な切断
シャー、
プラズマ、
レーザー、
ノコ、Ｗ／Ｊ

試験開発

○未来を共に検証して、製品実現に向けたお手伝い。

設計協力

○適用規格のご提案、

加工性を考慮したシンプルな設計を支援。

○材料取り、部品図作成、罫書き作業。

技術提案

○トータルコストや使用目的を満足させる
最適な工法をご提案。

同行営業

○顧客開拓、新規事業開発の際に、技術サポート役として同行
お気軽にご相談下さい。

加工（二次加工）

○曲げ加工、機械加工、開先加工、表面仕上げ
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MESSAGE FROM CEO
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トップメッセージ

誇れるものは
誇れるものは
築き上げた「ご縁」
築き上げた
「ご縁」
代表取締役社長

西田 光作

私どもが誇れるのは、築き上げた「ご縁」です。
原料の卸売りからスタートした当社は、今やステンレス鋼専門の構造物製
作工場としては国内最大規模の工場を持つに至りました。
現状に満足することなく、常に上のステージを目指す姿勢は、すでに企業
文化となっており、
これはこの「ご縁」の中で育まれてきたものです。
ニッチな業界であるが故、多方面の方々からのご意見やご要望を叶えてい
くことが、企業存続の糧であったのです。
現在、日本はグローバル化、少子高齢化などの問題を抱えており、中小企
業は大きなうねりの中にいます。この先を行くには、より一 層 、企 業 間の
「連携」が求められてくるはずです。
私どもは、従来の直線的な「連携」から、あらゆる情報のインプット、あらゆ
る機能のアウトプットができる多面的な関係、
「 円であり縁」を模索してお
ります。
今後とも半世紀以上を超える企業活動で培った知恵と技術とネットワー
クを活かし、
「 アロイで良かった」
と最高にご満足頂ける、品質とサービス
を追求してまいります。

www.alloy.co.jp

CORPORATE DATA
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会社概要
社名

株式会社アロイ

創立年月日

1949年6月11日

代表者

代表取締役社長

資本金

1億円

売上

87億円（2019年度）

従業員数

140名

建設業許可

東京都知事許可（般-24）第138640号

本社所在地

〒105-0011
東京都港区芝公園1丁目3-12クローバー芝公園3階

西田 光作

電話

（03）3432-3191（代表）

FAX

（03）3432-3196
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HISTORY
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沿革
1986年 茨城事業所移転。
（那珂市）

1949年 合金鉄の販売業務を主とし、
アロイ商事株式会社を設立。
製品取扱問屋となり、
日本製鐵株式会社（現・日本製鉄株式会社）、

1989年 福岡営業所開設。
（八幡営業所を移転）

株式会社日立製作所、
日本冶金工業株式会社取引開始。

1991年 社名をアロイ商事株式会社から株式会社アロイに変更。
1954年 日本電気冶金株式会社（現・新日本電工株式会社）、

1992年 （名称変更）

太陽鉱工株式会社取引開始。

光加工センター（旧・山口事業所）
茨城加工センター（旧・茨城事業所）

1956年 日立金属工業株式会社（現・日立金属株式会社）、
東京芝浦電気株式会社（現・株式会社東芝）取引開始。

スチールセンター

株式会社鐵興社（現・日本重化学工業株式会社、東ソー株式会社）
の

1994年 （社）
ステンレス構造建築協会（現・
（社）
日本鋼構造協会）
「ステンレス建築構造物製作工場認定規定」
による

1957年 ステンレス鋼、取扱開始。

工場認定を光加工センターが取得（認定003号）。

日本冶金工業株式会社、
東亜精機株式会社（現・ナストーア株式会社）、

1998年 光加工センターがISO9002認証取得。

株式会社日本製鋼所取引開始。

茨城加工センターがISO9002認証取得。
（登録認証番号NQA-9710126A）

1959年 日本冶金工業株式会社の販売制度改革により、
丸紅飯田株式会社（現・伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社）
と
特約店契約を結ぶ。

1999年 （社）
ステンレス構造建築協会（現・
（社）
日本鋼構造協会）
「ステンレス建築構造物製作工場認定規定」
による工場認定を、
茨城加工センターが取得（認定011号）。
2001年 日本橋川常盤橋防災船着場
ステンレス協会賞優秀賞を受賞。

1960年 東邦チタニウム株式会社取引開始。
1961年

卸売

1958年 日立金属工業株式会社（現・日立金属株式会社）
ロール取引開始。

2002年 光加工センター・茨城加工センターの

本社社屋完成。

ISO9001:2000への移行が承認される。

1962年 日本金属工業株式会社（現・日鉄ステンレス株式会社）取引開始。

（登録認証番号NQA-0102127A）
2005年 全社統一システムのISO9001:2000の認証取得

1963年 日本電気株式会社と装置類の取引開始。

（登録認証番号NQA-0102127A）
MMC（南アフリカ）
より金属マンガンの直輸入を開始。

1964年 広島営業所開設。

2007年 株式会社ステンレス光の株式を

昭和電工株式会社の耐火材取扱開始。
東京タングステン株式会社（現・株式会社アライドマテリアル）取引開始。
播磨耐火煉瓦株式会社（現・黒崎播磨株式会社）、
日本坩堝株式会社、
バブコック日立株式会社（現・三菱パワー株式会社）取引開始。

超硬工具の販売代理店となる。

光加工センター製缶棟増築
2010年 ISO9001:2008の認証取得（移行）
（認証登録番号06475）
ステンレス異形棒鋼取扱い、及び同コイル矯直切断加工開始。
2011年 600㌧ 6mブレスブレーキ導入。

1968年 茨城事業所開設。
ステンレス切断工場を建設し、加工部門を設置。
ステンレス鋼板株式会社（現・日鉄ステンレス株式会社）
と
製品取引開始。

2012年 雨水幹線用ステンレス鋼製セグメントが
ステンレス協会賞最優秀賞を受賞。
建設業許可 取得 東京都知事許可（般-24）
第138640号
6kwレーザー切断機導入。

1971年 山口事業所開設。
ステンレス切断、西日本の加工部門を設置。

2014年 水-ドライ兼用 高出力 プラズマ切断機導入。

1973年 日本ステンレス株式会社（現・日鉄ステンレス株式会社）製品取引開始。
1975年 日本無機化学工業株式会社取引開始。
山口事業所製缶工場建設。
1984年 チタニウム加工品取扱開始。

2015年 茨城加工センター 6kwレーザー切断機導入。
2017年 本社移転
2019年 創業70周年。
Montanstahl AGと営業開始。
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構造物

1966年 東和冶金株式会社（現・株式会社MOLDINO）
の

新日本製鐵株式会社（現・日本製鉄株式会社）
より譲受。

OFFICE
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所在地

山口営業所
光加工センター
（株）
ステンレス光

九州営業所

本社

茨城営業所

広島営業所

茨城加工センター
本社 / 東京営業所
インフラ環境エンジニアリング部
原料営業部
〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目3-12 クローバー芝公園3階
Tel: 03-3432-3193 / Fax: 03-3432-3196

加工センター

光加工センター

〒743-0061 山口県光市大字小周防字虹川1100-3（周防工業団地）
Tel: 0833-77-3937 / Fax: 0833-77-1918

茨城加工センター

〒311-0102 茨城県那珂市向山989-1
Tel: 029-295-3382 / Fax: 029-295-3380

営業所

東京営業所

〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目3-12 クローバー芝公園3階
Tel: 03-3432-3191 / Fax: 03-3438-1277

茨城営業所

〒311-0102 茨城県那珂市向山989-1
Tel: 029-295-3381 / Fax: 029-295-0567

山口営業所

〒743-0061 山口県光市大字小周防字虹川1100-3（周防工業団地）
Tel: 0833-77-3927 / Fax: 0833-77-1917

広島営業所

〒730-0011 広島県広島市中区基町5番44号 広島商工会議所ビル8F
Tel: 082-502-6800 / Fax: 082-502-6801

九州営業所

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-11-14 アバンダント90 302号
Tel: 092-476-5821 / Fax: 092-476-5826

インフラ環境エンジニアリング部

〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目3-12 クローバー芝公園3階
Tel: 03-3432-3195 / Fax: 03-3438-1277

原料営業部

〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目3-12 クローバー芝公園3階
Tel: 03-3432-3192 / Fax: 03-3432-3102

グループ会社

株式会社ステンレス光

〒742-1513 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷501
Tel: 0820-52-3210 / Fax: 0820-52-3190

株式会社アロイ 03-3432-3191（代表）
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アロイ ステンレス

検索

