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価値ある設備を創造し、動かす技術の専門家として

昭和２９年の創業以来
より高品質な製鋼関連設備の開発提案や、主要生産ラインのオペレーション、メンテナンスなど、
お客様のニーズの変化に的確に対応し、様々なテクニカルサポートによって
高い評価と信頼をいただいています。
その原動力は「確かな技術」と、それを支える「人の力」です。
これからも、鉄鋼メーカーへのサポートを通じて暮らしと鉄を結び、豊かな社会の創造に貢献し続けます。

生産ラインの
生産力強化・
低コスト化 企画

開発
保守
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

生産
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価値ある設備を創造し、動かす技術の専門家として



阪神支店 堺作業部
日新製鋼㈱ 堺製造所内
住所：大阪府堺市西区石津西町5番地

敷地面積＿47.1万㎡

・高性能な冷延設備と最新鋭特殊鋼設備に加え、各
種めっき設備・塗装設備を装備した表面処理の工場

阪神支店 尼崎作業所
日新製鋼ステンレス鋼管㈱内
住所：兵庫県尼崎市鶴町1番地

敷地面積＿10.2万㎡

・素材から一貫した生産体制で、自動車用管などバラ
エティ豊かな製品を製造するステンレスパイプ工場

阪神支店 大阪作業所
日新製鋼㈱ 大阪製造所大阪工場内
住所：大阪府大阪市此花区桜島2丁目1番26号

敷地面積＿6.4万㎡

・高精度化の要求に応える冷延鋼板・特殊鋼
製造拠点

阪神支店 神崎作業所
日新製鋼㈱ 大阪製造所神崎工場内
住所：兵庫県尼崎市次屋二丁目3番1号

敷地面積＿3.9万㎡

・多品種小ロット生産のみがき帯鋼専門工場

呉支店
日新製鋼㈱ 呉製鉄所内
住所：広島県呉市昭和町11番1号

敷地面積＿145万㎡

・素材供給センター
・高炉を保有する生産効率の高い銑鋼一貫製鉄所
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呉製鉄所製造工程（一部抜粋）

高炉 溶銑 転炉
予備
処理

脱ガス
設備

連続鋳造設備 スラブ 加熱炉 熱間圧延設備

タンディッシュ耐火物吹付機

自社設備を数多く所有し、保守・メンテナンスも行い、最終工程である熱間圧延設備においては、
製品を左右するロール管理を作業。お客様より高い評価をいただくため、日々生産活動に励んでいます。

表面溶削コントロールセンター室

起重機操作室 ロール研磨機
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近くには海上自衛隊呉基地が
あり、潜水艦や護衛艦が航海しています。

また、以前はこの工場内で戦艦大和の部品も
生産していました。



堺製造所製造工程（一部抜粋）

全工場でのロール管理をはじめ、機械メンテナンスから試験分析まで、多様な技術を保有し、
お客様のニーズを的確にサポートしています。

塩酸回収コントロール室

連続酸洗設備 冷間圧延タンデム 連続溶融亜鉛めっき

コイル

ロールショップエリア

試験分析作業

日新製鋼ステンレス鋼管製造工程（一部抜粋）

高周波・TIG造管 梱包
自動梱包操作盤

造管機ロール組替作業
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大阪工場すぐ隣は、
ユニバーサルスタジオ！



日新製鋼㈱の協力会社として高度な
エンジニアリング・ノウハウを提供しています

表面処理鋼板の分野でトップクラスの販売シェアを
誇る、わが国有数の総合スチールメーカー日新製鋼㈱。
当社は創業以来、同社の協力会社として、設備設計・
開発における、優れたノウハウを提供しています。
「生産ラインをいかに効率的に稼動させ、高品質・低
コストの製品を造り出すか」という問題の解決に、常
に全力で取り組んでいます。

鋳造・圧延から二次加工まで
幅広いノウハウを活用しています

鋳造・圧延から、耐食性・加工性・溶接性に優れた
二次加工まで、高度な技術を発揮する佐々木工業。
素材に関する豊富な知識をベースに、ハイレベルな
作業品質を実現しています。さらに、多彩な技術や
資格を有する技術者集団の育成にも努め、お客様の
厚い信頼にお応えしています。

生産設備のオペレーションからメンテナンス
まで、テクニカルサポートを実践しています

当社は、製鋼設備関連をはじめ、長年にわたる技術の
蓄積と卓越した作業品質を基盤に、お客様をサポート
しています。
設備の設計・制作・据え付け、オペレーション業務のみ
ならず、メンテナンスに関しても、その優れた技術力を
活かし、多彩な業務をサポートしています。
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会社の原動力となる社員一人ひとりの資質を高める人材育成に力を注ぎ、豊かな
創造力と卓越した技術力、確かな作業品質の提供を通じて、産業・社会の発展に
貢献します

お客様中心主義に応えるのは、最後は人である という佐々木の信念。

その思いを継承し、100年先もお客様から選ばれる「ファーストコールカンパニー」

を目指して、社員の技能・知識など人間力を高める人材育成に力を注いでいます。

経営理念

豊かな創造力と挑戦意欲に溢れ、顧客から信頼される社員

人材方針

行動指針【人物像5か条】
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氏 名：石野 翼
入社年度：2014年度
勤 務 地：呉
配属部署：精整課

入社後の経験談
・交代勤務に慣れるまでが大変ですが、なかなか出来なった事が、先輩
からアドバイスを貰いながらできる様になった事が嬉しく、今でも記憶に
残っています。

職場の雰囲気
・自分がわからない事など積極的に教えてくれたりするので本当に助か
り、良い上司に恵まれたなと思います。

皆さんへメッセージ
・この会社に入って人間的にも本当に色々成長させてもらい、これから
も色々な面で成長していきたいと思ってます。そう思わさせてくれる所な
ので、是非一緒に楽しく頑張りましょう。
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氏 名：塔筋 祐司
入社年度：2016年度
勤 務 地：阪神
配属部署：尼崎作業所

入社後の経験談
・機械操作に慣れるまでは大変でした。頭ではわかっているのに思うよ
うに動かせず、落ち込んだりしましたが、先輩が根気強く丁寧に指導し
て頂いた結果スムーズに操作出来る様なりました。

職場の雰囲気
・職場内では私が一番年下で、周りは頼りになる先輩ばかりです。年齢
差があっても馴染みやすく明るい職場です。

皆さんへメッセージ
・やりがいも達成感もたくさん感じる事が出来る職場です。周りの人た
ちとすぐ馴染むことが出来るので、楽しく仕事が出来ると思います。

氏 名：安養 和記
入社年度：2014年度
勤 務 地：呉
配属部署：設備課

入社後の経験談
・現場経験不足から作業指示をとることに大変苦労しましたが、仕事が
うまくいったときの喜びは、ビールと共に最高です。

職場の雰囲気
・賑やかな雰囲気まではないですが、風通しが良い職場風土だと思い
ます。

皆さんへメッセージ
・安定し、腰を据えて働ける会社だと思います。工場は危ない、汚いと思
われがちですが、数千人が働く大きな工場ですので、環境、健康への取
り組みも充実しています。きっと充実した毎日が送れるはずです！

氏 名：田村 太一
入社年度：2013年度
勤 務 地：阪神
配属部署：作業課

入社後の経験談
・日々運転状況が変化するので、安定操業に試行錯誤しながら対処す
ることにやりがいを感じます。

職場の雰囲気
・仕事で分からない事も相談しやすく、プライベートの事もよく話せる仲
の良い職場です。

皆さんへメッセージ
・何でも話せる先輩、上司がたくさんいる会社なので、
共に頑張りましょう！

入社後の経験談
・地方から大阪に出てきて、最初は辛かったですが、職場の方が優しく
接して下さり、とても仕事がやり易いです。また、作業を覚えるのは大変
ですが、丁寧に教えて頂き、達成感は一杯です。

職場の雰囲気
・とてもメリハリのある職場で居心地が良く、他部署の皆さんもとても優
しく会話をしてくれます。

皆さんへメッセージ
・入社後の人間関係が不安な方！安心してください。皆さんとても優しく
フレンドリーな方ばかりで、毎日が楽しく過ごせるかと思います。

氏 名：増田 優人
入社年度：2017年度
勤 務 地：阪神
配属部署：整備課

入社後の経験談
・初めての事や分からない事ばかりですが、先輩方に助けていただきな
がら、楽しく働けています。様々な業務がありますが、従業員の方に
とっての「当たり前」を支えられることにやりがいを感じています。

職場の雰囲気
・質問や相談もしやすく、風通しの良い職場だと思います。 他職場の方
も、気さくに声をかけて下さるのでありがたいです。

皆さんへメッセージ
・気さくで優しい方が多い会社だと思いますので、安心して下さい。
一緒に働けることを楽しみにしています。

氏 名：田辺 泰隆
入社年度：2017年度
勤 務 地：阪神
配属部署：総務課



1．鋼片疵取作業
2．製鋼、圧延に関する付帯作業
3．土木建築設計、施行、工事管理
4．ステンレスパイプ精整、梱包作業
5．機械設計、製作、据付、補修、保全作業
6．製罐に関する事業
7．警備業
8．労働者派遣事業
9．保険代理業

昭和 26年 佐々木圓三氏が個人企業佐々木工務店として営業開始
日亜製鋼㈱（後の日新製鋼）尼崎工場の各種工事の請負並びに鋼片疵取作業の専属業者として従事

昭和 28年 日亜製鋼㈱の呉市への進出に伴い呉出張所を開設
鋼片疵取作業並びに圧延に関する付帯作業に従事

昭和 29年 株式会社佐々木工務店設立。資本金50万円＿代表取締役社長に佐々木圓三氏が就任
昭和 32年 資本金200万円に増資
昭和 33年 呉出張所を呉支店に昇格設置
昭和 34年 日亜製鋼㈱と日本鉄板㈱の合併により日新製鋼㈱が発足しその協力会社として企業基盤を固める
昭和 36年 八幡製鉄㈱堺製鉄所の協力会社として堺出張所開設し機械製作、設置、整備作業に従事

日新製鋼㈱大阪工場にて保全、工作、仕上げ及び製罐作業に従事
昭和 42年 資本金400万円に増資＿代表取締役社長に佐々木孝佳氏が就任
昭和 43年 日新製鋼㈱堺工場に当社日新堺作業所開設し保全、整備作業に従事
昭和 45年 日新製鋼㈱阪神製造所尼崎工場のステンレスパイプ造管設備完成に伴い、当社尼崎作業所として

ステンレスパイプの精整及び梱包作業に従事
昭和 46年 株式会社佐々木工務店を佐々木工業株式会社に社名変更＿資本金1,000万円に増資
昭和 48年 堺出張所を大阪支店に昇格設置し日新堺作業所、尼崎作業所を大阪支店管轄とする

丸新建設㈱を当社に吸収し、呉支店建設作業所として㈱神戸製鋼所及び日新製鋼㈱の建設作業に従事
昭和 51年 資本金2,000万円に増資
昭和 52年 日新製鋼㈱阪神製造所尼崎工場に尼崎支店設置し日新堺作業所を管轄に置く＿資本金3,000万円に増資
昭和 53年 呉支店に於いて特殊鋼研削設備設置
昭和 54年 日新製鋼㈱呉製鉄所製鋼部門に従事
昭和 56年 尼崎支店を阪神支店に名称変更し日新製鋼㈱阪神製造所尼崎工場より堺工場に支店所在地を移す
昭和 57年 呉支店に於いて全面溶削設備、部分手入設備、２連鋳タンディッシュ整備設備設置
昭和 58年 日新製鋼㈱神崎工場スリッターライン作業に従事
昭和 59年 日新製鋼㈱阪神製造所堺工場冷延部門に従事
昭和 61年 尼崎作業所に於いて高速自動パイプ切断機、高速自動面取機設置
昭和 63年 日新製鋼㈱呉製鉄所１ＨＯＴ鋼片起重機運転業務を受託
平成 1年 呉支店に於いて１連鋳タンディッシュ整備設備設置
平成 4年 呉支店に於いて２連鋳タンディッシュ整備設備増設
平成 8年 呉支店に於いて全面溶削設備設置
平成 10年 代表取締役社長に佐々木康晴氏が就任
平成 11年 日新製鋼㈱堺製造所警備業に従事

日新製鋼㈱呉製鉄所２ＨＯＴ鋼片起重機運転業務を受託
平成 12年 日新製鋼㈱堺製造所品質管理業務に従事

日新製鋼㈱呉製鉄所熱延機械運転業務を受託
平成 14年 日新製鋼㈱呉製鉄所鋼片物流・鋼片物流管理業務を受託
平成 19年 日新製鋼㈱堺製造所１ＺＲＳ設備に従事
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お客様から、社会から、期待される「技術者集団」を目指します。

当社は昭和２９年の創業以来、製鋼関連設備の企画開発をはじめ、運用・保守・メンテナンス・
オペレーションなど、様々 なサポートをお客様中心主義の下提供してまいりました。
長年にわたって蓄積した技術ノウハウを核に、多彩な能力・資格を有する人材が集結した
「技術者集団」として、揺るぎない信頼を頂いています。その原動力となっているのは「確かな技術」
と、それを支える「人の力」です。当社では、資質を見極め伸ばしていくという考えの元、人材育成に
最も力を注いでおります。
今後とも社員一人ひとりの技能や知識は勿論、人間力の向上に努めるとともに、卓越した技術を
提供することで、産業界・地域社会の発展に寄与していきます。

代表取締役社長 佐々木 康晴



設 立 昭和29年10月

資 本 金 3,000万円

従業 員数 478名（2018.1現在）

事業所所在地
本社 尼崎市西立花町4丁目15番23号

呉支店 呉市昭和町11番1号（日新製鋼内）

阪神支店 堺市西区石津西町5番（日新製鋼内）

堺作業部 堺市西区石津西町5番（日新製鋼内）

尼崎作業所 尼崎市鶴町1番地（日新製鋼ステンレス鋼管内）

大阪作業所 大阪市此花区桜島2-1-171（日新製鋼内）

神崎作業所 尼崎市次屋2-3-1（日新製鋼内）

設 立 昭和29年10月

資 本 金 2,000万円

従 業 員数 108名（2018.1現在）

本 社 呉市築地町5番5号

事 業 所 呉市昭和町11番1号(日新製鋼内)

事 業 内容 構内鉄道輸送作業、構内トラック、

ダンプ輸送作業、製鋼原料作業、

一般貨物運送事業他

設 立 昭和37年4月

資 本 金 1,000万円

従業 員数 45名（2018.1現在）

本 社 尼崎市西立花町4丁目15番23号

事 業 所 呉市昭和町11番1号(日新製鋼内)

事業 内容 鋼片疵取作業、熱延付帯作業他

設 立 昭和40年5月

資 本 金 1,050万円

従業 員数 27名（2018.1現在）

本 社 呉市広多賀谷2丁目7番9号

事業 内容 産業廃棄物収集運搬、

一般廃棄物処理作業、下水処理

施設維持管理及び水質管理
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C O R P O R A T E  P R O F I L E

〒660-0054  尼崎市西立花町4丁目15番23号
TEL．06（6419）1131（代表）
FAX．06（6419）7774

http://www.sasaki-kogyo.co.jp/


