




































ステンレスと高級合金の取扱いに長ける専門商社

新興金属株式会社
　ステンレス配管資材やステンレス鋼材、その
加工を取り扱うステンレス材料専門商社とし
て、60年の歴史を持つ。鋼管、鋼板、条鋼、継
手の各扱い量２～３割というバランスの取れ
た構成で、プラントメーカーや食品・製紙メー
カー向けに強みを発揮してきた。2012年にグ
ループの一員となり、イシグロの商材と合わせ
た総合的な提案を可能にし、顧客に幅広いメ
リットを感じていただける体制を固めている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【アクセス】
〒104-0032
東京都中央区八丁堀 4-5-8　
ＫＤＸ八丁堀 ビル
TEL：03-5543-2280（営業部）
　　 03-5543-2281（管理部）
FAX：03-5543-2290 (共通)
【会社概要】
［設立］1957年2月
［資本金］90,000,000円
［本社所在地］
〒104-0032　
東京都中央区八丁堀 4-5-8　
 [東北支店]
〒989-2421　
宮城県岩沼市下野郷字新南長沼 22-5
 [千葉配送センター ]
〒267-0056　
千葉県千葉市緑区大野台 2-6-7 
土気緑の森工業団地敷地内

【新興金属のある東京都中央区】
東京都中央区
［面積］10.115㎢
［世帯数］89,132世帯
［人口］146,823人
（男性74,636人／ 女性82,187人）
［区の花］つつじ

［区の木］やなぎ

区制40周年を記念して、区のシンボルにふ
さわしい「区の木」・「区の花」を1986年5月
15日から7月15日まで公募し、選定委員会
(住民代表等で構成)において応募結果を参考
に選定、1988年3月15日告示により制定さ
れた。

【歴史】
1957年◎ステンレス鋼及び高級合金鋼に関
する材料、並びに加工品全般の取扱いを目的
とし、日本金属工業株式会社代理店として発
足。営業所を芝中門前に置く
1958年◎業務拡充に伴い千代田区神田に移転
1959年◎ステンレス鋳鋼販売部門設置 
1961年◎ステンレスパイプ販売部門設置 
1962年◎三菱商事株式会社特約店となる 
1967年◎資本金 600万円に増額 
1969年◎本社事務所を中央区日本橋に移転 
1971年◎資本金 1,200万円に増額。
　　　 ◎仙台営業所新設 
1975年◎資本金 1,800万円に増額 
1979年◎業務拡充に伴い仙台営業所並びに
倉庫を移転 
1983年◎業務拡充に伴い本社事務所を中央
区日本橋茅場町に移転
1984年◎商品在庫拡充に伴い配送センター
を市川に移転
1988年◎千葉営業所新設
1989年◎厚木営業所新設、全営業所オンライ
ン稼動
1990年◎日本金属工業株式会社とネット
ワーク通信開始。業務及び商品在庫拡充に伴
い仙台営業所を現在地に移転新設し、東北支
店とする
1991年◎熔接、製缶、プレハブ加工開始 
2008年◎千葉配送センター新設 
2010年◎本社事務所を現在地に移転、資本金 
11,800万円に増額
2012年◎資本金 9,000万円に減資 
              ◎イシグロ株式会社のグループ会社
となる千葉配送センター

本社

東北支店

東京都中央区
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顧客の要望に手厚く応える3つの“Ｓ”

サンエス管材株式会社
　1974年に大阪府茨木市で創業した、配管卸
売の専門商社。近畿地方を営業基盤とした大
手サブコン向けや協力会社向けの販売、およ
び各高速道路へのアクセスが良好な地域性を
活用した幅広いエリアへの迅速な配送を強み
としている。取扱商品は多岐に渡り、地域冷
暖房設備・オフィスビル・学校・工場・商業施
設・宿泊施設から一般住宅まで、ありとあら
ゆる建築現場に配管機材を販売。2017年より
イシグログループの一員となる。

【サンエス管材のある茨木市】
大阪府茨木市
［面積］76.49㎢
［世帯数］124,431 世帯
［人口］281,810人
（男性136,712人／女性145,098人）
［市の花］バラ

「バラ」は、茨木の地名"いばら"にもつなが
り、その美しい花は、色彩豊かで、香り良く、
優雅な姿は、品性を備え、広く市民の間で愛
されている。
［市の木］カシ

「カシ」は、古来から野生木として市内にも生
育し、非常に堅固な性状をもつ常緑樹で、庭
木、生垣などとして、広く市民に親しまれてい
る。また、往年の茨木城主中川家の家紋「抱
きかしわ」とのかかわりも深く、その芯の強
いたくましさが、茨木市の象徴としてふさわ
しいと選ばれた。
　　　　　　　　　　

代表取締役
石原  徹

代表取締役
小林   敏治

取締役  東北支店長
鳴瀬   充 取締役会長

堤  邦男

取締役社長
堤  正継

取締役
浅利  政史

【アクセス】
〒567-0865
大阪府茨木市横江1-14 -18
TEL：072-635-9991
FAX：072-632-9528
【会社概要】
［設立］2017年4月
［資本金］10,000,000円
［本社所在地］
〒567-0865　
大阪府茨木市横江1-14-18
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【社名の由来】
SERVICE┈┈顧客満足度の追求。
SPEED┈┈充実した物流体制。
SAFETY┈┈安心・安全。
以上3つの企業行動指針が冠する「3つのS」
で、「サンエス」。創業者であり現会長の堤邦
男による発案。

サンエス管財を担う社員

大阪府茨木市





鹿児島・宮崎エリアでクイックレスポンス

株式会社三州機工商会
　1958年創業、60年の業績を誇る管継手の
専門商社。享保以来の歴史をもつ鋳鉄を中心
とした管継手・産業部品メーカー、吉年の製
品を扱う西日本総代理店として、長年にわ
たって関西を中心に中京から九州地区にかけ
て幅広く営業を展開している。
　2018年2月よりイシグロのグループ会社と
となり、サンエス管材（株）とともにイシグロ
の西日本における営業基盤拡大の一翼を担
う。シナジー効果によりお客さまへの供給体
制やサービスのよりいっそうの向上を図ると
ともに、グループおよび自社のさらなる成長
を目指している。

　設立から60年の歴史がある、配管資材・建
設資材の販売会社。積水化学の製品の販売、
および営業基盤とする長崎県北部の地場給排
水整備会社向けの販売に強みを持ち、米軍や
自衛隊への納入実績をもつ。また、長崎県南
部の諫早市にオープンするイシグロ・長崎出
張所とともに、相互のシナジー効果により長
崎の営業拡大をはかっていく。

【アクセス】
［本社］
〒857-0878  長崎県佐世保市山県町6-7
TEL：0956-22-4321　FAX：0956-25-1514
【会社概要】
［設立］1958年5月
［資本金］10,000,000円

　1943年の創業以来、鹿児島県と宮崎県の水
道や空調、断熱や保温工事の施工会社を顧客
として、管工機材・空調資材・断熱保温資材
を販売。幅広い在庫を取り揃えて即納体制を
確立し、すべてが揃う体制と両県ナンバーワ
ンのクイックレスポンスで信頼を得ている。
　この2018年3月よりイシグロ株式会社の
グループ会社となったことで、さらなる発展
と顧客へのよりいっそうの価値の提供を目指
し、その期待に添えるよう、社員一丸となっ
て業務に取り組んでいく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【アクセス】
［本社］
〒892-0836  鹿児島県鹿児島市錦江町7-2
TEL：099-222-7333　FAX：099-226-6555
【会社概要】
［設立］1959年9月
［資本金］12,000,000円
 [南営業所]
〒890-0072  鹿児島県鹿児島市新栄町25-23
 [宮崎営業所]
〒880-0912 
宮崎県宮崎市大字赤江飛江田978-3 

【アクセス】
［本社］
〒541-0043  
大阪府大阪市中央区高麗橋3-4-10
淀屋橋センタービル5階
TEL：06-6599-8400　FAX：06-6599-8940
【会社概要】
［設立］1958年2月
［資本金］90,000,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【新町管材のある大阪市中央区】
［面積］8.87㎢   ［世帯数］62,486世帯
［人口］97,710人（男性45,486人／女性52,224人）
＊2018年7月1日現在
［区の花］パンジー・梅
　　　　　　　　　　◉
　日本最初の都市といわれる難波宮に始ま
り、近世には大阪城が築かれた長い歴史を持
つ地域に、平成元年、旧東区と旧南区が合併
して中央区が誕生。由緒ある神社や旧蹟も多
く、大阪取引所を中心とした北浜や古くから
の商業中心地船場、にぎわいの地道頓堀や心
斎橋を擁し、大阪の顔ともいえる中心地区で
ある。

【三州機工商会がある鹿児島県鹿児島市】
［面積］547.58㎢
［世帯数］273,480世帯
［人口］597,932人
［市の花］きょうちくとう　［市の木］くすのき　
　　　　　　　　　

【第一鋼管がある長崎県佐世保市】
［面積］426.06㎢   ［世帯数］105,693世帯
 ［人口］250,292人
（男性118,478人／ 女性131,814人）
＊2018年6月1日現在
 ［市の花］カノコユリ     ［市の木］ハナミズキ
　　　　　　　　　　◉
　佐世保市は、長崎市に次ぐ人口と経済規模
をもつ、県北部の中心都市。明治初期までは
人口4000人ほどの半農半漁の小さな村だっ
たが、明治35年、旧海軍の鎮守府（基地）が
置かれて呉や横須賀と並ぶ四軍港の一つに
なってから急速に発展、村から一挙に市に昇
格している。

代表取締役社長
石原  徹

取締役
真子 寿之

代表取締役
石原  徹

取締役 営業部長
福島  誠司

（上）宮崎営業所（下）南営業所

本社

本社

福岡営業所

大阪府大阪市

長崎県佐世保市

鹿児島県鹿児島市
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吉年製鉄管継手の西日本総代理店

新町管材株式会社

積水化学製配管機材を強みに長崎県北部をカバー

第一鋼管株式会社

山形新興機材のある東村山郡中山町】
［面積］31.15㎢　［世帯数］3,427世帯
［人口］11,363人（男性5,494人／ 女性5,869人）
＊2017年10月1日現在
［町の花］ひまわり
　　　　　　　　　◉
中山町は、山形県の市町村のなかで面積的に
はいちばん小さいが、県のほぼ中央、町のホー
ムページによれば「へそ」の位置にある。かつ
ては最上川の水運で栄え、現在では県中央と
いう位置と山形市に隣接することから山形市
を中心とした近隣地区のベッドタウン的な性
格を強めている。

山形県中山町

代表取締役社長
近藤博之

専務取締役
鎌田雅和

東北を中心に配管設備の設計・施工

山形新興機材株式会社
　本拠があるのは県中央部の山形市、天童市、
寒河江市と隣接する東村山郡中山町。空調や
コージェネレーションシステムの配管設備設
計・施工、ガス・石油・農業用水や環境設備・
上下水道設備施設の配管設備の工事や部品・機
材製作を手がけ、2014年に会社設立。行政に
よる開発事業や学校、病院など東北を中心に
首都圏も含めて多彩なニーズに応えてきた。

【アクセス】
［本社］
〒990-0406
山形県東村山郡中山町大字柳沢219-2
TEL：023-674-8571　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【会社概要】
［設立］2014年12月
［資本金］10,000,000円
[製造工場]
〒990-0071
山形県山形市流通センター 3-11-4
（イシグロ株式会社　東北ブロック山形内）

代表取締役社長
三木  英雄

会長
宮内 克樹

顧問
宮内  二郎

顧問
宮内  昭彦

本社

本社










