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会　社　名　　三京物産株式会社

所　在　地　　〒166－0011
　　　　　　　東京都杉並区梅里１丁目13－12
　　　　　　　新高円寺第一生命ビル3F

T e l　　03－5929－1981

F a x　　03－5929－1944

設　　　立　　1975年１月７日

資　本　金　　１億円

代　表　者　　森川 浩通

〒166－0011　東京都杉並区梅里１－13－12 新高円寺第一生命ビル３F

http://www.sankomj.co.jp/

東京メトロ丸ノ内線　新高円寺駅徒歩３分　JR中央線・総武線　高円寺駅徒歩13分

住　所

U R L

アクセス

お問い合わせ先

Corporate Information

企業情報

会社概要

■ 事業概要
当社は鉄鋼業界において、特殊管の分野では高い実績を誇る専門商社です。
とりわけプラント用シームレス・ステンレス鋼管、ニッケル合金管の分野では、
海外各地域の現地有力エージェントと提携しながら強力な販売網を形成し、
積極的な営業活動を展開しています。

国内大手一流メーカーの製品を日本から世界中に輸出することを中心に
国内で入手できない商品については海外調達によって三国間貿易も行います。
また販売先における鋼管の再販売、最終製品の営業活動をお手伝いすることで
メーカーから当社の機能を選んでいただくだけではなく、お客様からも選ばれる
商社を目指しています。

■ 主要取引先（順不同）
●日本製鉄株式会社
●山陽特殊製鋼株式会社
●株式会社神戸製鋼所
●神鋼メタルプロダクツ株式会社
●丸一ステンレス鋼管株式会社
●株式会社ステンレス久世
●東京精密管株式会社　　ほか



ニッケル合金 主要製品
●N08800系，N08825
●N06600系，N06625
●N06022，N10276
●N04400，ほか

ニッケルを主成分とする高合金でクロム（Cr）やモリブデン（Mo）などの
合金元素を１種類以上添加した高品質の製品です。

オフショア関連は当社が取り扱うシームレス鋼管が最も
必要とされる業界のひとつです。

計装用配管や熱交換器用チューブ、油圧用配管等で日本
からの輸出におけるトップシェアを誇っています。

石油・ガス
掘削船やFPSO、FLNG、FSRU
など。オフショア関連、LNGター
ミナルなど石油・ガス業界の川
上分野など

精製・化学
エンジニアリング会社や
化工機メーカーなど

当社は1975年の創業以来、「自主と貢献」を社是

に人々の豊かな暮らしを支える生活インフラに

欠かすことのできないシームレス・ステンレス鋼管

の輸出専門商社として、世界経済の発展とともに

今日まで成長してまいりました。

極めて専門性の高い商材を世界中に供給するため

に商品に関するより詳しい知識や貿易実務に長けた

人材の育成に努め、おかげさまで輸出元のメーカーと

輸入元のお客様の双方から当社の役割に高いご評価

をいただいております。

また高度かつ安定的な人材確保のためにES（従業

員満足度）の向上にも取り組んでいます。現代に

おける育児や介護の難しさを各家庭の問題ではなく

社会的な課題として捉え、柔軟な働き方の制度と

公正な運用によって全社的な挑戦を続けています。

Top Message

代表者あいさつ

代表取締役社長

森川 浩通

取扱商品

Products

三京物産が取り扱う商品は様々な業界や大規模プロジェクトに納入されております。

納入業界

海外で行われる国際的な展示会などにも出展し、

新たな取引先を獲得する事もあります。

“商社” という活躍のフィールドを通して、世界を相手に

仕事をする醍醐味があります。

SANKYO NETWORK
全世界30ヵ国以上の国と地域へ輸出

世界
へ広がる

三京物産が輸出を手がけるシームレス・ステンレス鋼管。

耐高圧性や耐腐食性、耐熱性に優れる事から、

生活を支える様々なインフラ分野において、

世界中で活躍しています。

熱交換器用チューブ、ボイラー用チューブ、コンデンサー
用チューブ、そして機器周辺の配管用に広く使用されてい
ます。

駆動部用配管や油圧用、計装用配管、ボイラー用チューブ
やコンデンサー用チューブに使用されています。

発電関係
電力会社、
鉄鋼・重電メーカーなど

船舶・造水関係
造船所、
化工機メーカーなど

ステンレス鋼 主要製品
●オーステナイト系
●マルテンサイト・フェライト（400）系
●二相系、スーパー二相系

鉄を主成分としてクロム（Cr）やニッケル（Ni） を添加して、錆びにくく
した特殊鋼です。

銅　合　金 主要製品
●アルミニウム黄銅
●アドミラルティ黄銅
●キュプロニッケル（白銅）

耐腐食性に優れている金属であり、電気抵抗が小さく熱伝導率が高いなど
の特長があります。
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