
*他部⾨にも掲載 

会員数 135 
(127社，8団体） 
（2021年10⽉1⽇現在）

⼀般社団法⼈ ⽇本アルミニウム協会

〒104-0061 東京都中央区銀座4丁⽬2番15号
塚本素⼭ビル

電 話:03-3538-0221
ＦＡＸ:03-3538-0233

会員名簿

１．地⾦部⾨  （12社）

*株式会社アーレスティ アサヒセイレン株式会社

エス・エス・アルミ株式会社 MKNアルミニウム株式会社

KMアルミニウム株式会社 新⾖陽⾦属⼯業株式会社

住友化学株式会社 正起⾦屬加⼯株式会社

株式会社⼤紀アルミニウム⼯業所 ⽇軽エムシ－アルミ株式会社

ハイドロアルミニウムジャパン株式会社 ハリタ⾦属株式会社

２．圧延・押出部⾨（⼆次加⼯） （32社）

株式会社アルミネ 開明伸銅株式会社

株式会社⽚⽊アルミニューム製作所 加藤軽⾦属⼯業株式会社

⾦秀アルミ⼯業株式会社 軽⾦属押出開発株式会社

株式会社神⼾製鋼所 堺アルミ株式会社

昭和電⼯株式会社 神鋼アルミ線材株式会社

⼤和⾦属⼯業株式会社 東洋アルミニウム株式会社

⽇軽形材株式会社 ⽇本圧延⼯業株式会社

⽇本軽⾦属株式会社 ⽇本軽⾦属ホールディングス株式会社

⽇本伸管株式会社 不⼆サッシ株式会社

不⼆ライトメタル株式会社 本多⾦属⼯業株式会社

三⾕伸銅株式会社 三菱アルミニウム株式会社

安⽥⾦属⼯業株式会社 ⼭川⼯業株式会社
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http://www.ahresty.co.jp/
http://www.asahiseiren.com/
http://www.ss-alumi.co.jp/index.html
https://mkn-al.com/
http://www.kmac-web.com/
http://www.shinzuyo.jp/index.html
http://www.sumitomo-chem.co.jp/
http://www.seiki-japan.com/
http://www.dik-net.com/
http://www.mcaj.co.jp/
http://www.hydro.com/
http://www.harita.co.jp/
http://www.almine.co.jp/
http://www.kaimeishindo.com/
https://katagi-al.co.jp/
http://katokei.co.jp/
http://kanehide-alumi.com/
http://www.k-o-k.co.jp/
https://www.kobelco.co.jp/
https://www.sakaial.co.jp/about/corporate.html
http://www.sdk.co.jp/
https://shinko-alm.com/
http://www.daiwa-al.co.jp/
http://www.toyal.co.jp/
http://www2.nikkeikin.co.jp/nkt/
http://www.nichiatu.co.jp/
http://www.nikkeikin.co.jp/
http://www.nikkeikinholdings.co.jp/
http://www.nihonshinkan.co.jp/
http://www.fujisash.co.jp/
http://www.fuji-lm.co.jp/
http://www.hondalex.co.jp/
http://www.mitanishindo.co.jp/
http://www.malco.co.jp/
http://www.yasudametal.com/
http://www.al-ymkw.co.jp/index.html
https://www.aluminum.or.jp/about/outline.html
https://www.aluminum.or.jp/about/organization.html
https://www.aluminum.or.jp/about/officerlist.html
https://www.aluminum.or.jp/about/memberlist.html
https://www.aluminum.or.jp/about/tokyomap.html
https://www.aluminum.or.jp/about/osakamap.html
https://www.aluminum.or.jp/about/application.html
https://www.aluminum.or.jp/index.html
https://www.aluminum.or.jp/about/index.html
https://www.aluminum.or.jp/
https://www.aluminum.or.jp/only/index.php
https://www.aluminum.or.jp/english/index.html
https://www.aluminum.or.jp/toiawase.php
https://www.facebook.com/JapanAluminiumAssociation/
https://twitter.com/JapanAluminium
https://www.aluminum.or.jp/about/index.html
https://www.aluminum.or.jp/basic/index.html
https://www.aluminum.or.jp/stmember_login.php
https://www.aluminum.or.jp/environment/index.html
https://www.aluminum.or.jp/publication/index.php


株式会社UACJ 株式会社UACJ押出加⼯

株式会社UACJ製箔 株式会社ユニテ

株式会社LIXIL 理研軽⾦属⼯業株式会社

ＹＫＫ ＡＰ株式会社 和伸⼯業株式会社

３．加⼯・組⽴部⾨（三次加⼯） （23社）

アズマプレコート株式会社 アルメタックス株式会社

AAGエンジニアリング株式会社 ＳＵＳ株式会社

川崎重⼯業株式会社 近畿⾞輛株式会社

三協⽴⼭株式会社 JFE建材株式会社

昭和アルミニウム⽸株式会社 神鋼建材⼯業株式会社

⽇軽エンジニアリング株式会社 積⽔樹脂株式会社

株式会社総合⾞両製作所 武内プレス⼯業株式会社

中央精機株式会社 常磐鋼帯株式会社

⽇本フルハーフ株式会社 ハンターダグラスジャパン株式会社

株式会社UACJ⾦属加⼯ 株式会社UACJ Marketing & Processing

ユニバーサル製⽸株式会社 株式会社レイズエンジニアリング

株式会社レイズ・CWP  

４．鋳鍛造部⾨  （12社）

*株式会社ア－レスティ 旭テック株式会社

エンケイ株式会社 光⽣アルミニュ―ム⼯業株式会社

株式会社TAN-EI-SYA 中央⼯産株式会社

株式会社東京軽合⾦製作所 東洋電産株式会社

トピ－⼯業株式会社 ハウメット・システムズ・ジャパン株式会社

ＢＢＳジャパン株式会社 リョ―ビ株式会社

５．需要・研究・その他 （15社）

株式会社 エンケイ・テストアンドラボラトリー JFEテクノリサーチ株式会社

⽇本製鉄株式会社 住友電気⼯業株式会社

株式会社ヂーマグ 中外炉⼯業株式会社

なごみのくに株式会社 ⽇本アマゾンアルミニウム株式会社

http://www.uacj.co.jp/
http://uex.uacj-group.com/
http://ufo.uacj-group.com/
http://www.unite.co.jp/
http://www.tostem.co.jp/
http://www.rikenkeikinzoku.co.jp/
http://www.ykkap.co.jp/index.asp
http://www.washin-k.co.jp/
http://www.azuma-apc.com/
http://www.almetax.co.jp/
https://www.aag-eng.com/
http://www.sus.co.jp/
http://www.khi.co.jp/
http://www.kinkisharyo.co.jp/
http://www.st-grp.co.jp/
http://www.jfe-kenzai.co.jp/
http://www.showacan.co.jp/
http://www.shinkokenzai.co.jp/
http://www.sne.co.jp/
http://www.sekisuijushi.co.jp/
http://www.j-trec.co.jp/
http://www.takeuchi-press.co.jp/
http://www.chuoseiki.co.jp/
http://park20.wakwak.com/~tokiwa/
http://www.fruehauf.co.jp/
http://jp.hunterdouglas.asia/
http://umc.uacj-group.com/
http://umpj.co.jp/
http://www.unican.co.jp/
http://www.rayswheels.co.jp/
http://www.ahresty.co.jp/
http://www.asahitec.co.jp/
http://www.enkei.co.jp/
http://www.koseijp.co.jp/
http://www.taneisya.co.jp/
http://www.chuo-kosan.co.jp/
http://www.ryobi-group.co.jp/tk/
http://www.toyodensan.co.jp/
http://www.topy.co.jp/
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/japan/jp/about-japan.asp
http://bbs-japan.co.jp/
http://www.ryobi-group.co.jp/
http://www.jfe-tec.co.jp/index.html
https://www.nipponsteel.com/
http://www.sei.co.jp/index.ja.html
http://www.z-mag.net/jp/index.html
http://www.chugai.co.jp/
https://nagominokuni.com/
http://www.amazon-aluminium.jp/


⽇本アルミット株式会社 ブリヂストンリテールジャパン株式会社

株式会社宮本⼯業所 ⽮崎部品株式会社

横浜ゴム株式会社 RX Japan株式会社

ロザイ⼯業株式会社

６．貿易・商事部⾨ （34社）

アクツ貿易株式会社 アルアール東京事務所

アルコニックス株式会社 伊藤忠メタルズ株式会社

岡⾕鋼機株式会社 コンステリウム・ジャパン株式会社

佐藤商事株式会社 グレンゲス・ジャパン株式会社

三和⾦属株式会社 ＪＦＥ商事株式会社

昭光通商株式会社 株式会社SDAT

株式会社住居時間 神鋼商事株式会社

住友商事株式会社 トピ－実業株式会社

豊⽥通商株式会社 ⽇軽⾦アクト株式会社

⽇軽産業株式会社 ⽇鉄物産株式会社

ノルスク・ハイドロASA 東京代表事務所 阪和興業株式会社

古河産業株式会社 株式会社ホンダトレーディング

前畑産業株式会社 株式会社丸久

丸紅株式会社 丸紅メタル株式会社

株式会社ミスミ 三井物産株式会社

三菱商事RtMジャパン株式会社 株式会社UACJトレーディング

リオ ティント ジャパン株式会社 ルサールジャパン有限会社

７．団 体 部 ⾨ （8団体）

⼀般社団法⼈軽⾦属製品協会 ⼀般社団法⼈軽⾦属溶接協会

⼀般社団法⼈新⾦属協会 ⼀般社団法⼈⽇本エクステリア⼯業会

⼀般社団法⼈⽇本ダイカスト協会 ⼀般社団法⼈⽇本鍛造協会

⼀般社団法⼈⽇本電線⼯業会 ⼀般社団法⼈⽇本マグネシウム協会

ホーム

協会案内

アルミの基礎知識

分野別ページ

アルミ⽸

⾃動⾞

⼤学の先⽣・学⽣・企業の皆様へ

アルミニウム技術戦略ロードマップ

⼤学の材料系学科対象︕

特別出張講義のご案内

もっと知りたいアルミニウムのこと

⼩･中学校向け教材 

みんなのともだちアルミニウム

会員専⽤ページ

⼊会ご希望の⽅

お問い合わせ

http://www.almit.co.jp/
http://www.bridgestone.co.jp/brj/
http://www.miyamoto-k.co.jp/
https://www.yazaki-group.com/company/parts.html
http://www.yrc.co.jp/
http://www.reedexpo.co.jp/
https://www.rozai.co.jp/
http://www.alconix.com/jp/
http://www.itochu-metals.co.jp/
http://www.okaya.co.jp/index.html
http://www.satoshoji.co.jp/
https://www.sanwakinzoku.com/
http://www.jfe-shoji.co.jp/
http://www.shoko.co.jp/
http://www.sdat.co.jp/
http://www.smiletime.co.jp/
https://www.shinsho.co.jp/
http://www.sumitomocorp.co.jp/
http://www.topy-ep.co.jp/
http://www.toyota-tsusho.com/
http://group.nikkeikin.co.jp/act/
http://www.nikkeisangyo.co.jp/
https://www.nst.nipponsteel.com/
http://www.hanwa.co.jp/
http://www.furusan.co.jp/
https://www.hondatrading.com/
http://www.mkw.co.jp/maehata/index.htm
https://marukyu-metal.co.jp/
http://www.marubeni.co.jp/
http://www.marumet.co.jp/
http://www.misumi.co.jp/
https://www.mitsui.com/jp/ja/index.html
http://www.mitsubishicorprtm.com/
http://www.utr.uacj-group.com/
https://rusal.ru/en/
http://www.apajapan.org/APA2/framepage2.htm
http://www.jlwa.or.jp/
http://www.jsnm.or.jp/
http://www.j-exterior-ia.jp/
http://www.diecasting.or.jp/
http://www.jfa-tanzo.jp/
http://www.jcma2.jp/
http://magnesium.or.jp/
https://www.aluminum.or.jp/
https://www.aluminum.or.jp/about/index.html
https://www.aluminum.or.jp/basic/index.html
https://www.aluminum.or.jp/box/junkan_new/index.htm
https://www.aluminum.or.jp/jidosya/japanese/index.html
https://www.aluminum.or.jp/roadmap/index.html
https://www.aluminum.or.jp/lecture/index.html
https://www.aluminum.or.jp/basic/aluminumtoha/kidsmenu.html
https://www.aluminum.or.jp/only/index.php
https://www.aluminum.or.jp/about/application.html
https://www.aluminum.or.jp/toiawase.php


統計情報

アルミニウムと環境

刊⾏物のご案内

鉄道⾞両

アルミと健康

アルミ箔

建築・⼟⽊

インターンシップ相互掲⽰板

アルミ材料を利⽤される⽅へ

アルミニウム材料データベース

アルミ加⼯に関するご相談窓⼝

アルミ製品PR誌 

アルミエージ

⼦供向け学習教材

アルミなるほどミュージアム

アルミで安⼼!災害・防災・防犯に 

活躍するアルミ製品

アルミニウムQ&A

アルミニウム製品紹介

サイトマップ

個⼈情報保護⽅針

リンク集

〒104-0061 東京都中央区銀座4-2-15（塚本素⼭ビル）TEL:03(3538)0221 FAX:03(3538)0233 
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https://www.aluminum.or.jp/railway_vehicle
https://www.aluminum.or.jp/aluminum-hc
https://www.aluminum.or.jp/haku
https://www.aluminum.or.jp/kenchiku/index.html
https://www.aluminum.or.jp/internship/annai.htm
https://www.aluminum.or.jp/materialdb/index.html
https://www.aluminum.or.jp/consultation/index.html
https://www.aluminum.or.jp/publication/alumi-age/index.html
https://www.aluminum.or.jp/museum_ebook/pdf/Alumimuseum.pdf
https://www.aluminum.or.jp/doboku/files/2016.pdf
https://www.aluminum.or.jp/consultation/qa.html
https://www.aluminum.or.jp/alumi_products/index.html
https://www.aluminum.or.jp/sitemap/index.html
https://www.aluminum.or.jp/about/pdf/privacy.pdf
https://www.aluminum.or.jp/link/index.html

