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■本　　　店／〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目7番2号 MFPR日本橋本町ビル @（03）3639-7641（大代表）

■東 京 支 店／〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目6番5号ツカモトビル @（03）3242-7651（代表）

■札 幌 支 店／〒060-0003 北海道札幌市中央区北３条西１丁目１番11 第一生命日藤中山札幌共同ビル @（011）261-0331（代表）

■東 北 支 店／〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町12番30号 日本生命勾当台西ビル @（022）227-2091（代表）

■関 東 支 店／〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目14番8号 三井生命浦和ビル @（048）831-2091（代表）

■名古屋支店／〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目8番7号ダイアビル名駅 @（052）582-2091（代表）

■関 西 支 店／〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3丁目2番20号 洪庵日生ビル @（06）4707-6633（代表）

■道東営業所／〒083-0021 北海道中川郡池田町字西一条11丁目2番地33 @（015）572-6611（代表）

■青森営業所／〒039-2206 青森県上北郡おいらせ町松原2丁目132番地22 @（0178）52-6121（代表）

■岩手営業所／〒024-0032 岩手県北上市川岸1丁目1-38 F棟102 @（0197）61-0088（代表）

■秋田営業所／〒998-0005 山形県酒田市宮海字明治99番20号 @（018）824-2915（代表）

■山形営業所／〒998-0005 山形県酒田市宮海字明治99番20号 @（0234）35-2636（代表）

■茨城営業所／〒300-1156 茨城県稲敷郡阿見町大字福田字内野84番地17号 @（029）889-9000（代表）

■千葉営業所／〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2丁目3番1号　塚本大千葉ビル @（043）224-7011（代表）

■横浜営業所／〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23-5 銀洋第2ビル3階 @（045）326-3421（代表）

■新潟営業所／〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神1丁目12番8号 LEXN B 7階 @（025）243-2221（代表）

■静岡営業所／〒420-0837 静岡県静岡市葵区日出町1番2号静岡住友ビル @（054）254-8936（代表）

■北陸営業所／〒934-0095 富山県高岡市石丸708番地 @（0766）83-0004（代表）

■前橋出張所／〒371-0024 群馬県前橋市表町2丁目17番19号 ウィザードビル @（027）224-5000（代表）

■金沢出張所／〒924-0855 石川県白山市水島町931番地3 @（076）277-7680（代表）

■札 幌 工 場／〒067-0051 北海道江別市工栄町10番1号 @（011）383-4111（代表）

■道 東 工 場／〒083-0021 北海道中川郡池田町字西一条11丁目2番地33 @（015）572-6613（代表）

■青 森 工 場／〒039-2206 青森県上北郡おいらせ町松原2丁目132番地22 @（0178）52-6121（代表）

■仙 台 工 場／〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新拓254番地 @（0223）22-1535（代表）

■山 形 工 場／〒998-0005 山形県酒田市宮海字明治99番20号 @（0234）34-2091（代表）

■茨 城 工 場／〒300-1156 茨城県稲敷郡阿見町大字福田字内野84番地17号 @（029）889-2781（代表）

■埼 玉 工 場／〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台2丁目4番3号 @（04）2954-3591（代表）

■千 葉 工 場／〒299-0108 千葉県市原市千種海岸7番6号 @（0436）22-2091（代表）

■新 潟 工 場／〒957-0231 新潟県新発田市藤塚浜3443 @（0254）41-4091（代表）

■名古屋工場／〒470-2342 愛知県知多郡武豊町字沢田新田89番11号 @（0569）72-5911（代表）

■北 陸 工 場／〒934-0095 富山県高岡市石丸708番地 @（0766）84-8551（代表）

■金 沢 工 場／〒924-0855 石川県白山市水島町931番地3 @（076）277-7680（代表）

■関 西 工 場／〒610-0261 京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜井谷1番地14号 @（0774）99-8281（代表）

■フジ運輸（株）本社／〒299-0108 千葉県市原市千種海岸7番6号 @（0436）22-7332〈総務部〉
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重仮設関連から各種鋼材製品の
設計から製作まで
スピーディに対応します。

加工システム

製 作� 出 荷�完成品検査�加工・組立�加工図面�
検討打合わせ�建築・土木現場� 承 認�加工図面作成�
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工場施設

a蓄積された加工技術

a多彩な生産設備

a厳しい品質管理

信頼される製品づくり

札幌工場

仙台工場茨城工場 関西工場 名古屋工場

●敷地面積 35,992fl
●加工能力 6,000t/年

仙台工場

●敷地面積 35,620fl
●加工能力 10,000t/年

千葉工場

●敷地面積 70,958fl
●加工能力 15,000t/年

全構協
認定工場

埼玉工場

●敷地面積 38,762fl
●加工能力 13,000t/年

名古屋工場

●敷地面積 40,394fl
●加工能力 12,000t/年

茨城工場

●敷地面積 67,008fl
●加工能力 13,000t/年

各種取得資格名

◎一級建築士
◎一級建築施工管理技士
◎一級土木施工管理技士
◎鉄骨製作管理技術者
◎建築鉄骨製品検査技術者
◎WES. 8103. 1級・2級
◎超音波 NDI - UT・UD
◎建築鉄骨超音波検査技術者
◎溶融亜鉛メッキ高力ボルト
接合施工管理技術者
◎建築高力ボルト接合管理技術者

主な設備

◎溶接機500A
◎溶接機350A
◎CO2溶接機500A
◎CO2溶接機350A
◎多軸穴明機

◎マグネットボール盤50
◎マグネットボール盤35
◎ラジアルボール盤

◎ガス半自動切断機

◎プラズマ切断機

◎エアレス塗装機

◎コンプレッサー

◎アングル加工機

◎バンドソー550～1000
◎ドリル研削機

◎開先加工機

◎超音波探傷機

◎切削研磨機

◎ガウンジング

◎クレーン 7.5t（門型）
◎ 〃 〃 （天井）

◎ 〃 5.0t（門型）
◎ 〃 〃 （天井）

◎ 〃 3.0t（門型）
◎矯正機 5t～200t

全構協
認定工場

全構協
認定工場

全構協
認定工場
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一般土木工事

道路、鉄道に関わる加工を始め、重仮設関連等
まさに土木を支える技術力。

横断歩道橋

横断歩道橋 仮設階段

人道橋 落石防護

特殊覆工板 特殊覆工板

SP6L バチパイル製作 SP5L サイレントコーナー製作

SP-10H+¿w 異形鋼矢板製作 SP-10H+¿w 異形鋼矢板製作
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シールドマシーンの受台・反力台など、
周辺設備を独自の技術で製品化。

シールド工事

8

一般土木工事
シールドマシーン受台

シールドマシーン反力壁

リングビーム（小判型）

桟橋 桟橋

阻害防止工 泥水処理設備架台

シールド受け台 バックトラス

パイプルーフ受け腹起 パイプルーフ受け腹起

現場状況
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□□□□■一般建築工事
仮設階段

エレベーター鉄骨

モックアップ架台

搭屋鉄骨

構真柱構真柱

梁加工

ビル建設工事に
先進の技術でバックアップ。

現場全景

切断・穴明加工 組立溶接

本溶接

検査


