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東群鋼材株式会社
本社

〒370-1103

群馬県佐波郡玉村町樋越429-3

TEL 0270-65-7411（代表）

FAX

0270-65-7417

2022.05

ごあいさつ

東群鋼材では、CoCoLoプロジェクトを通じてSDGsに賛同しています

会社概要

当社は、昭和３１年創業以来、あらゆる鋼材を安定した価格で、しかも迅速・確実に

会社名

東群鋼材株式会社

創業

1956年（昭和31年）5月

代表取締役

荒井 大祐

設立

1964年（昭和39年）3月

本店所在地

群馬県高崎市貝沢町1413-2

資本金

30,000,000円

本社所在地

群馬県佐波郡玉村町樋越429-3

従業員数

43名

TEL

0270-65-7411

事業内容

鋼材在庫販売、鋼材加工、鉄骨製作、各種工事

３１年３月には玉村北工場、令和３年５月に栃木第一工場・栃木第二工場を新たに開設

FAX

0270-65-7417

しました。現在ではラインの自動化を推進し、月産最大２，６００トンの一次加工能力

URL

http://www.togun.co.jp

主な仕入先

阪和興業㈱、エムエム建材㈱、岡谷鋼機㈱、JFE
商事鉄鋼建材㈱、日鉄物産㈱、伊藤忠丸紅住商テ
クノスチール㈱、佐藤商事㈱、中山通商㈱ 他

役員

取締役会長
代表取締役社長
専務取締役
監査役

主な販売先

㈱吉田鉄工所、冬木工業㈱、阪和興業㈱、岡谷鋼
機㈱、JFE商事鉄鋼建材㈱、日本ファブテック㈱、
㈱巴コーポレーション、㈱角藤、㈱駒井ハルテッ
ク 他 関東地区を中心とした建築、土木、機械
関連業者及び商社等、数百社

顧問弁護士

木村 恒平
（弁護士法人ＫＴＧ 代表弁護士）

所属団体

群馬県鉄構業協同組合 賛助会員
埼玉県鉄構業協同組合 協力会会員
一般社団法人 栃木県鉄構工業会 賛助会員

ユーザーへお届けすることを使命として、業務に邁進してまいりました。
その間、常時１０，０００トンまでの在庫保管能力を持つ在庫体制を確立するとともに、
仕入から在庫管理・販売までのシステム化を図り、最適の鋼材の選定をするコンサル
ティングワークや、メーカーとのタイアップも積極的に推進しております。
また、平成元年に加工工場を建設し、本格的に鋼材加工業に進出しました。さらに平成

と月産３００トンの鉄骨製作能力を有し、短納期で正確な製品を関東地区を中心とした
多くのお客様にご提供しております。
おかげさまで、建設・土木・機械関連など、幅広い業種のお客様数百社からご注文をい
ただき、関東地区有数の鉄鋼加工流通企業として成長することができました。
今後も「誠意を尽くし、信頼を得、価値ある報酬と要望に応える体制」という社訓のも

と、皆様のご要望に的確にお応えできるよう努力する所存でございます。
お引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

鋼材在庫販売

荒井
荒井
大川
高橋

さち子
大祐
優
広幸（税理士）

取引銀行

群馬銀行
商工中金

高崎東支店
前橋支店

売上高

50億5,941万円（2022年3月期）

建設業 群馬県知事許可 （般-3）第24104号

・H形鋼

・山形鋼

・溝形鋼

・Ｉ形鋼

・平鋼

・軽量形鋼

・レール

・異形棒鋼

・コラム ・ＮＤコア

・角パイプ

・Ｃ形鋼

・カットＴ ・外法一定H形鋼・ビルトＨ形鋼

・溶接閉鎖型フープ

・丸鋼

・各種鋼管

許認可

鋼構造物工事業、鉄筋工事業、とび・土工工事業、大工
工事業、解体工事業、タイル・れんが・ブロック工事業

沿革

・各種ボルト
1956年

群馬県高崎市飯塚町にて初代社長 荒井星之が前身となる「三條鋼材」を創業

1964年

東群鋼材株式会社 設立、群馬県伊勢崎市柳原町に伊勢崎営業所を開設

1967年

群馬県高崎市南大類町に高崎営業所開設

1971年

群馬県伊勢崎市東上之宮町に伊勢崎在庫センター開設

1974年

資本金3,000万円に増資、現資本金となる

1980年

群馬県佐波郡玉村町に新本社・倉庫を建設し、伊勢崎・高崎両営業所を統合

1989年

本社敷地内に加工工場を建設、形鋼一次加工に進出

◆日鉄建材「ＮＤコア」指定販売店

2015年

荒井大祐 代表取締役就任

◆ＪＦＥ建材「福床会」会員

2019年

群馬県佐波郡玉村町に玉村北工場開設

2021年

栃木県栃木市に栃木第一工場・栃木第二工場・栃木営業所開設し、鉄骨製作に進出

2022年

群馬県藤岡市に藤岡スチールセンター、東京都中央区に東京営業所を開設

・丸鋼ブレース

・ボルト

・合成デッキプレート
・ワイヤーメッシュ
・足場管

・各種定尺鋼板

・各種鋼板加工品

・フラットデッキプレート
・エキスパンドメタル

・特殊鋼各種

・仮設機材各種

他、鉄鋼建材製品全般
◆日本製鉄「スーパーダイマ倶楽部」会員

・敷鉄板

・配筋付デッキプレート

・パンチングメタル
・ステンレス製品

・土木用資材

・非鉄金属製品

前身の三條鋼材（昭和30年代）

旧・伊勢崎営業所（昭和40年代）

創業者

荒井星之

「 商 魂 」
第７１代内閣総理大臣
中曽根康弘氏による書

旧・本社ビル（昭和50年代）

特殊加工

事業所

当社では、自社工場のほか、各種協力工場により、様々な加工に対応しています。

高崎本店
群馬県高崎市貝沢町1413-2

TEL 027-361-9964

本社・本社営業部・本社倉庫・本社加工工場
群馬県佐波郡玉村町樋越429-3

TEL 0270-65-7411

FAX 0270-65-7417

TEL 0270-26-0242

FAX 0270-26-0242

本社ヤード
群馬県佐波郡玉村町樋越416
伊勢崎在庫センター
群馬県伊勢崎市東上之宮町311

本社ビル

藤岡スチールセンター

群馬県藤岡市森321-2
玉村北工場
群馬県佐波郡玉村町樋越122-10

TEL 0270-75-6679

FAX 0270-75-1156

東京営業所

鉄骨製作・工事部門

東京都中央区日本橋3-1-3日本橋長門ビル7階

■鉄骨製作一式（材料・図面から現場運搬まで一貫で対応可能）

■梁加工・柱加工・胴縁製作・溶接・塗装・めっきなどの二次加工

TEL 03-6823-2301

FAX 03-6823-2308
本社倉庫・加工工場

栃木営業所
栃木県栃木市片柳町3-8-28

■鉄骨工事・デッキ工事・柱脚工事等の各種工事施工

栃木第一工場（梁加工工場）

主な有資格者：

栃木県栃木市片柳町3-8-28

TEL 0282-28-8631

FAX

0282-28-8632

TEL 0282-28-8631

FAX

0282-28-8632

栃木第二工場（柱加工工場）

鉄骨製作管理技術者（１級・２級）

栃木県栃木市片柳町4-7-4
溶接管理技術者ＷＥＳ２級

栃木ヤード

二級建築施工管理技士

栃木県栃木市大平町蔵井498

本社ヤード

建築鉄骨製品検査技術者
鉄骨工事管理責任者
溶融亜鉛めっき高力ボルト接合施工技術者

他

藤岡スチールセンター

栃木第一工場・栃木営業所

玉村北工場

栃木第二工場

伊勢崎在庫センター

栃木ヤード

自社加工設備（一例）

輸送部門
大型車を中心に小口配送向けの２ｔ車・４ｔ車まで群馬県内最大台数を誇る自社保有車

両と専属契約のトレーラーでタイムリーかつ正確で安全な運搬をお約束します。群馬県
内全域、栃木県、埼玉県内を中心に毎日各地のお客様へお届けしています。また、提携
運送業者により、関東地区だけにとどまらず東北・北陸・中部地方など東日本を中心に
幅広いお客様に納品しております。
大型Ｈ形鋼加工ライン【２台】
AMADA 6BH-1000Ⅲ
（本社加工工場・栃木第一工場）

大型Ｈ形鋼穴あけ切断複合ライン
AMADA WS-1000
（玉村北工場）

形鋼複合加工機【3ライン】
TAKEDA CBF-4020W
（本社第４工場）
TAKEDA CBF-250W
AMADA 3BC-300
（本社第２工場）

小型形鋼用バンドソー
AMADA HK400
（本社第２工場）

Ｈ形鋼用開先加工機
SHINX MHV-1050NCA
（本社加工工場）
SHINX MHV-1050A
（栃木第一工場）
SHINX MH-40N（小型H対応機）
（本社第３工場）

Ｈ形鋼用開先加工機
(両端開先対応機)
DAITO KHR1050
（玉村北工場）

大型形鋼用バンドソー【３台】
AMADA HK1000CNC
（本社加工工場2台・栃木第一工場）

Ｈ形鋼用スケーラー
DAITO HSWⅣ1050
（玉村北工場）

コラム切断用バンドソー
DAITO GTAⅡ5580CNC
（本社加工工場）
AMADA HKB6050CNC
（栃木第二工場）

形鋼用ショットブラスト
NICCHU AF-376
（本社加工工場）
SHINTO KAC-2IS
（栃木第一工場）

鋼材加工部門
■各種鋼材一次加工(自社一次加工能力2,600t/月)
【Ｈ形鋼】孔あけ・切断・開先・摩擦面処理（ショット・スケーラー）
小型形鋼自動加工ライン【２ライン】コラム切断開先ライン【２ライン】 短尺コラム開先加工機【２台】
SHINX VZ-800C
TAKEDA UWF-150SⅡ
SHINX SHT-800W
DAITO KCR-600
（本社第４工場）
（本社第３工場・栃木第２工場）
（本社加工工場）
□9x200～40x800 L=50mm迄
□150～□800対応可能
対応可能

【コラム】切断・開先・短尺コラム開先加工
【溝形鋼/山形鋼/Ｃ形鋼等】孔あけ・切断

角パイプ開先加工機
SHINX VZ2-175
（本社加工工場）
□100～□175対応可能

・S/F REAL4(鉄骨専用CAD)
・ARRIS3(汎用CAD）
・NC孔あけ3(NC加工機連動)
Dodwell B.M.S
(本社事務所・栃木営業所)

【角パイプ】孔あけ・切断・開先
東群鋼材では、鋼材販売におけるニーズに対応するため、平成元年より鋼材加工を行って参りました。常に最新設備
スケーラー加工・印字サンプル

の導入、技術向上をはかるとともに、当社では形鋼加工の自動化に取り組んできました。
近年では、自動搬出入コンベアの導入や大小複合加工機の導入でより一層自動化を推進しております。
東群鋼材の自動加工システムは、群馬県が県内企業の独自の技術力を認定する制度である「１社１技術」にも平成１
３年度に認定されています。

また、鉄骨専用ＣＡＤ「Ｓ／Ｆ ＲＥＡＬ４」、「ＮＣ穴あけ加工機連動システム」の導入や自社製作工場及び協力
工場との提携により鉄骨工事、胴縁製作、梁加工などにも広く対応しております。

●その他、切欠き加工・曲げ加工・スリット加工・三次元加工など各種加工対応

【 主な機械設備 】（本社加工工場・玉村北工場）
天井走行クレーン 16基
（5トンクレーン：5基 3トンクレーン：11基）
門型クレーン 1基
切断機：4台
大型Ｈ形鋼ＮＣ穴開加工機（6軸）：1台
大型Ｈ形鋼穴あけ切断複合加工機：1台
コラム用開先機：2台
Ｈ形鋼用開先機：3台
Ｈ形鋼用ショットブラスト機：1台
Ｈ形鋼用スケーラー：1台
ユニットワーカー（形鋼自動穴あけ切断加工機）：2台
形鋼ドリル穴あけ切断複合加工機：3台
短尺コラム用２軸開先加工機：1台
角パイプ自動開先加工機：1台
[月間加工能力 ２，３００トン]

【 主な機械設備 】（栃木第一工場・栃木第二工場）
天井走行クレーン （5トン・3トン）9基
切断機：2台
大型Ｈ形鋼ＮＣ穴開加工機（6軸）：1台
Ｈ形鋼用開先機：1台
Ｈ形鋼用ショットブラスト機：1台
短尺コラム用２軸開先加工機：1台
シャーリング：2台
板開先加工機：2台
省スペース型溶接ロボット：1台
溶接機：7台
パイプコースター：１台
自動ガス切断機：1台
ボール盤（枝型・直立）：3台
円切断自動機：1台
[一次加工能力 月間３００トン・鉄骨製作能力 月間３００トン]

