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「新しい未来を創り出す」

斬新な発想力と豊かな想像力、優れた技術力を活かし、業務の新しい文化（ワーク

スタイル、ライフスタイル）を創り出す。

業務の効率化、品質向上を図るため組織及び制度改革に取り組み、財務基盤を始め

企業の体質強化を推進し、新たなる企業文化の創造を目指します。

企業理念 Corporate Philosophy

高循環型社会の実現
～有限な資源を無限に利用～

◆安心・安全・迅速に

従業員が安心・安全に業務を遂行できるように最大限の配慮を

行っております。

市場ニーズを確実にキャッチし、対応できる体制で常に新しい

ことを考えることでお客様との関係を高めて参ります。

社⾧ 常務

事務部門

海外管理部

品質管理課

営業部

経理

総務

仕切

◆組織体制

私たちは、環境の中、資源を利用して生活をしています。

世界は日々進歩し、生活はますます便利になっている一方で、大

量生産・大量消費・大量廃棄による資源の枯渇・環境破壊は世界

的な課題となっています。

特にリサイクル率の高い鉱物資源は、さらに品質を高め、有効に

使うことが求められています。

親和グループは鉄・非鉄の素材から加工に至るまでの幅広い技術

と⾧年培ったノウハウを活用し、高循環型社会の実現に向けて積

極的に取り組んでいます。

「持続的な企業価値の向上を目指す」

仕事とプライベートは人生の両論であり、密接に関係していると考えます。

プライベートが充実していれば、仕事に身が入り より良い結果を出すことができる。

両方のバランスを保ち、社員が幸せで、思う存分にその能力を発揮でき働きがいの

ある企業であるために持続的成⾧に挑戦します。

「豊かな社会の実現に貢献」

組織全体を底上げするには、個々の力量アップが必須であると考えます。

質の高い商品・サービスを提供し、現状に甘んじることなく、プロフェッショナル

として知識・スキルの向上に努め、リサイクル・製造事業をもって一丸となって社

会に貢献します。

高循環型社会の実現に向けた親和グループの取り組み

人のため。社会のため。地球のため。

【親和スチール 本社】



会社概要 Corporate Profile

会社名 親和スチール株式会社

（英名 SHINWA STEEL CO .,LTD）

創立 1991年10月

資本金 1,000万円

社⾧ 代表取締役 社⾧ 守田 幸泰

本社所在地 〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町1-101-2

TEL 093-752-2112

FAX 093-752-2113

従業員 66名（2020年6月現在）

（兼若松第三営業所）

決算期 毎年7月

主な取扱商品 ステンレス、鉄、特殊鋼材、レアメタル

会社沿革 Corporate History

1991年 北九州市若松区青葉台南にて 親和スチール株式会社を設立

1998年 北九州市若松区響町に第一ヤードを開設

2001年 北九州市若松区響町に第二ヤードを開設

2003年 北九州市若松区花野路に本社を移設

2005年 川崎市川崎区に川崎ヤードを開設

2007年 北九州市若松区響町に新事務所及び第三ヤードを開設

2009年 大阪市住之江区に大阪南港ヤードを開設

2010年 子会社 世昉スチール株式会社を設立

2016年 東大阪市加納に東大阪営業所を開設

2018年 本社を北九州市若松区響町へ移転

1990

2000

2010

2



川崎営業所 〒210-0865 神奈川県川崎市川崎区千鳥町6 川崎埠頭内
TEL 044-277-9224

〈関東地区〉

FAX 044-277-9225

若松第一営業所 〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町1-88-10

若松第二営業所 〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町1-101-3
TEL 093-751-2771

TEL 093-751-2722

〈若松地区〉

FAX 093-751-2774

東大阪営業所 〒578-0901 大阪府東大阪市加納4-12-13
TEL 072-966-6887

大阪南港営業所 〒559-0032 大阪府大阪市住之江区南港南1-1-190
TEL 06-4703-1331

〈大阪地区〉

FAX 072-966-0880

FAX 06-4703-1333

拠点一覧と取扱品目 List of Office & Products

本社 〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町1-101-2
TEL 093-752-2112 FAX 093-752-2113（兼若松第三営業所）

FAX 093-761-3337

◆世昉スチール株式会社

〒808-0002 福岡県北九州市若松区向洋町40-1
TEL 093-761-3336

〈グループ会社〉

本社

第一営業所
第二営業所

〈若松地区〉

〈関東地区〉

東大阪営業所

大阪南港営業所
〈大阪地区〉

第三営業所

世昉スチール株式会社
〈グループ会社〉

◆親和スチール株式会社

本社

FAX 0532-29-7376
〒441-8074 愛知県豊橋市明海町35
TEL 0532-29-7375

豊橋営業所

（ステンレス）

（ステンレス）

（ステンレス、特殊鋼材）

（ステンレス、鉄:HS）

豊橋営業所
（ステンレス、鉄:HS、新断）

（ステンレス、鉄:HS、新断）

川崎営業所
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国内複数の集荷ヤードでリサイクル会社から回収されたスクラップを弊社にて高品質に選別・加工し、

POSCO社（韓国・中国）を主体に海外（台湾、ベトナム、インド等）の製鋼メーカーへ供給しています。

親和スチールの製品品質が認められ、弊社は韓国最大の製鋼メーカーであるPOSCO社と直接 取引を行って

いる国内唯一の企業です。

POSCO社は、弊社の株式を保有しており 関連会社として唯一⾧期契約を交わしています。

事業内容 Services

親和スチールでは ステンレス、特殊鋼材、レアメタルなどのリサイクル資源を発生国から海外へ輸出する、

といった流通システムを確立しています。

リサイクル資源の持込・引取りは当社までご用命ください。

なお、買取価格については各拠点（営業所）にお問い合わせください。

■リサイクル事業

再生
販売

工場、オフィス、家庭など
消費市場へ

成分
分析

回収

高品質
選別･加工

出荷

納入

排出

親和スチールグループ

製鋼メーカーなど世界の
再生事業へ展開

グローバル資源循環

親和スチール
グループ

インド

韓国

中国

台湾

ベトナム

【主な取り扱い品目】

１．ステンレススクラップ

（300系、400系）

２．鉄スクラップ

（HS：電特A相当、新断）

３．レアメタル各種

（ニッケル系、インコネル、タングステンなど）

＊別紙 取り扱い品目カタログをご参照ください。
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新断（プレスくず） ダライ粉 シュレッダー

◎スクラップ材の取り扱い◎

弊社では、ステンレスを主体とし、特殊鋼材及びレアメタル
の買取をしております。
買い取ったスクラップ材は種類ごとに分別し、リサイクル製
品として生まれ変わります。
買取は相場によって変動し、また種目、形状、成分の混入状
態により価格は変化するため毎回一定の価格になるわけでは
ありません。お客様で事前に分別していただくことで評価が
上がる場合もございます。
弊社にて検収、成分分析の結果を以って評価させていただき
ます。
詳細は、営業担当者にお問い合わせください。

品目 概要 主な成分 磁性

＜300系＞

SUS301 スクラップ バネ用部品（ゼンマイ）など Ni 6.00～8.00、 Cr 16.00～18.00 非磁性

SUS304 新断 プレス加工くずなど

Ni 8.00～10.50、Cr 18.00～20.00 非磁性SUS304 ダライ粉 旋盤切粉、削り粉など

SUS304 シュレッダー 小サイズスクラップ

SUS309S 熱交換器、排気装置廃材など Ni 12.00～15.00、Cr 22.00～24.00 非磁性

SUS310S 硝酸プラント廃材など Ni 19.00～22.00、Cr 24.00～26.00 非磁性

＜400系（クロム系）＞

13Cr バルブ、刃物、タービンブレード廃材など Cr 11.50～13.00 磁性

18Cr 厨房器具、一般家庭用器具など Cr 16.00～18.00 磁性

25Cr 海水使用設備廃材など Cr 23.00～27.00 磁性

＜Mo系＞

SUS316 配管部材、バルブくずなど NI 10.00～14.00、Cr 16.00～18.00
Mo 2.00～3.00

非磁性

SUS317 染色設備廃材など NI 11.00～15.00、Cr 18.00～20.00
Mo 3.00～4.00

非磁性

＜Fe系＞

HS：電特A相当 厚みがある重量鉄骨 500㎜以下×700㎜以下、厚さ6㎜以上、
Cu 0.15以下

−

新断 プレス加工くずなど 3辺総和1800㎜以下、最大辺800㎜以下 −

＜レアメタル＞

ニッケル （記号Ni）ステンレス鋼材の原料や様々な合金の原料として使用されています。

インコネル Ni-Cr-Fe系のニッケル合金です。高温特性に優れています。

タングステン （記号W）超硬ドリル、チップに使用されます。耐久、高温特性に優れています。

※スクラップ個々のサイズは、「1,200㎜以下（対角）」で納入をお願い致します。
※上表は品目の一部になります。その他 SUS201、202、329、630なども実績がございますので、ご用命の際は事前に

お問い合わせいただきますよう よろしくお願い申し上げます。

親和スチール株式会社
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親和スチール株式会社
SHINWA STEEL CO., LTD

〒808-0021
福岡県北九州市若松区響町1-101-2
TEL 093-752-2112 FAX 093-752-2113

総合お問い合わせ専用
info@shinwasteel.com
営業直通
shinwasa-dept@shinwasteel.com



■製造事業 トレーラー販売

移動車両で使用されているトレーラーを幅広いラインナップ及びオーダーメイドで 販売いたします。

運送手段として各地で稼働しているトラックにトレーラーが使用され、「モノを安全に運ぶ」の役割を担って

おり 莫大な荷物を収納している姿を見ると 、改めてトレーラーの重要性を感じるものです。

弊社では、“高品質”“短納期”“最高のコストパフォーマンス”をモットーに市場とお客様の声に貢献していきたい

と考えています。

弊社ではアフターサービス、消耗品交換に対応するため、パーツの在庫を常備しております。

メーカー同行のもと お客様のお取引修理工場に整備マニュアルを持参し、整備へのご説明にお伺いいたします。

ご用命の際は、営業担当者までご連絡ください。

対応エリア

＜ 西日本地区 ＞

京都 大阪 滋賀 和歌山 四国 九州

＜東日本地区＞

関東地区
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産業機械用の設備、車輛及び運搬機械などの部品加工を中心に 用途に合わせて部品を製造致します。

メーカー廃盤部品、補修用部品の製造と 確立した品質管理にて小ロット多品種・短納期でも生産対応できる

体制を構築しております。

製品の大小を問わず 様々なご要求に対応して、適用設計し製造することが可能です。

■製造事業 産業用設備部品

お引き合い

製 図
（スケッチによる図面化）

お見積提出

お打合せ

製作、加工

完成品検査

梱包・出荷
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【主な取り扱い品目】

マシニング、NC旋盤 機械加工品 ブレーキパーツ

バンドブレーキ

産業機械用ディスクプレート

ブレーキパッド ホイスト用ホイル

産業機械用ドラムブレーキ 電磁ブレーキ用ブレーキライニング ブレーキシュー

カップリング（継ぎ手）部品ブレーキプーリ / ディスクロータ

摩擦材加工品 ウーブンライニング特殊形状部品

台車、作業台関係



親和スチール株式会社
SHINWA STEEL CO .,LTD

〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町1-101-2
TEL 093-752-2112 FAX 093-752-2113
URL https://shinwasteel.com/
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