
●社名  / Company Name

日鉄エンジニアリング株式会社
NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD.
 
●設立  / Date of Establishment

2006年（平成18年）7月1日
July 1st, 2006

●本社所在地  / Head Office

〒141-8604 東京都品川区大崎1-5-1 大崎センタービル
Osaki Center Building, 1-5-1 Osaki, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-8604 Japan　Tel (+81) 03-6665-2000

　お客さまの様々な課題や社会の潜在的ニーズに、一歩先を

いく技術とアイデアを組み合わせた最適なエンジニアリング

力でお応えし、グローバルな社会・産業の発展に貢献したい。

私たちのこの情熱と責任感は、新日鉄（現日本製鉄）のエンジ

ニアリング部門として誕生した頃から変わることなく、今な

お受け継がれています。

　今、世界は、地球規模での環境保全、資源エネルギーの

開発・有効利用、安全・安心で効率的な社会基盤整備など、

より高い次元の課題に直面しています。私たちは、エンジ

ニアリング会社の使命は、社会・産業インフラを建設して終わ

りではなく、操業やメンテナンスも含めお客さまのビジネス

価値の向上をトータルな形でサポートし、持続可能な社会の

実現につながるソリューションを提供することだと考えており

ます。

　日鉄エンジニアリンググループは、展開する６つ事業分野

（製鉄プラント、環境ソリューション、エネルギーソリューショ

ン、海洋鋼構造、建築・鋼構造、パイプライン）や新規事業に

おいて、長年培ってきた技術・経験とグローバルなネット

ワークを最大限に活用して、お客さまの期待にお応えします。

 Nippon Steel Engineering Co., Ltd. is committed to contributing 
to the development of global society and industries. To this 
end, we address various challenges faced by our clients, as 
well as latent needs of society, with optimal engineering 
capabilities that combine cutting-edge technologies and 
groundbreaking ideas. We pursue this commitment with 
passion and a sense of responsibility that have been passed 
on as our corporate heritage since our inception as the 
engineering department of Nippon Steel Corporation, a 
leading global steelmaker.
 Today, the world is faced with challenges of an increasingly 
higher order. They include protecting the global environment, 
developing and making effective use of new energy sources, 
and building a safe, secure, and efficient social infrastructure. 
We believe that the mission of engineering firms does 
not end with the construction of social and industrial 
infrastructures. Our mission is to provide comprehensive 
solutions that also encompass operation and maintenance, 
thereby helping increase the value of our clients’ businesses 
and create a sustainable society.
 The Nippon Steel Engineering Group will continue to work to 
meet the expectations of our clients in our six business 
domains—steel plants, environmental solutions, energy 
solutions, marine engineering and construction, building 
construction and steel structures, and pipelines—as well as 
new business areas, by fully leveraging our global network 
and expertise cultivated over many years.

●代表取締役社長  / Representative Director and President

藤原 真一　Shinichi Fujiwara

●資本金  / Common Stock

150億円（2019年3月末現在）
15 billion yen [As of March 31st, 2019]

●従業員数  / Employees

単独 : 1,186人 連結 : 4,616人（2019年3月末現在）
Non-consolidated : 1,186 Consolidated : 4,616 [As of March 31st, 2019]

●2018年度連結売上高  / Net Sales

3,567億円（2018年4月1日～2019年3月31日）
Sales (consolidated) : 356.7 billion yen [April 1st, 2018 - March 31st, 2019]

会社概要  / Corporate Overview
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一歩先をいく技術とアイデアで、
お客様に最適なエンジニアリングソリューションを提供し、

グローバルな社会・産業の発展に貢献します。

Leveraging technologies and ideas that go one step ahead,
we will provide optimal engineering solutions to our clients

so that we can contribute to the development of global society and industries.

お客さまの様々なニーズに、
一歩先を行く
技術とアイデアでお応えします

価値規準  / Our Values

企業理念  / Our Mission

We Respond to the Various Needs of Our Clients
with Technologies and Ideas That Go One Step Ahead
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環境ソリューション領域
Waste to Energy

資源循環型社会の実現をリードする
The forefront of realizing
a Circular Economy

製鉄プラント領域
Steel Plants

鉄鋼業を支え設備技術をリードする
The forefront of plant technologies
underpinning the steel industry

エネルギーソリューション領域
Energy Solutions

エネルギーの有効利用を通じ低炭素社会の実現をリードする
The forefront of effective utilization of
energy and realizing a low-carbon society

パイプライン領域
Pipelines

エネルギーと水の安定供給をリードする
The forefront of stable supply of energy

建築・鋼構造領域
Building Construction and Steel Structures

産業・都市インフラの安心・安全の確保をリードする
The forefront of assuring safe and
secure infrastructures for industries and societies

海洋鋼構造領域
Marine Engineering and Construction

海洋エネルギー開発と海洋インフラ整備をリードする
The forefront of marine energy and
infrastructure development

●廃棄物発電プラント ●資源循環プラント ●下水汚泥固形燃料化シス
テム（ジェイコンビⓇ）●土壌・地下水浄化
●Waste to energy plants ●Resource recycling plants 
●Sewage Sludge Solid Fuel System (This product is limited to Japanese 
domestic markets)
●Soil / Groundwater contamination remediation

●製銑設備 ●製鋼設備 ●連続鋳造設備 ●圧延設備 ●鋼板処理設備
●環境・省エネ対応型設備
●Ironmaking ●Steelmaking ●Casting ●Rolling ●Processing
●Environmental and energy saving

●オンサイトエネルギー供給事業 ●電力小売事業 ●風力発電事業 ●バ
イオマス発電プラント ●地熱発電関連プラント（地熱蒸気生産設備、バイ
ナリー発電システム） ●エネルギー施設（LNG・LPG・原油受払基地、貯蔵
設備） ●水素ステーション
●On-site energy service business ●Power retailing business ●Onshore 
Wind Power ●Biomass power plants ●Geothermal power plants 
(Geothermal Steam Production Facility / Binary plants) ●Energy plants 
(e.g. LNG / LPG / Oil receiving and delivery systems and Storage 
facilities) ●Hydrogen Refueling Stations (HRS)

これまでも、これからも。
人と社会に貢献し続ける私たちの事業
Making a real contribution to people’s lives, now and in the future

特殊鉄構
High-Tech Steel Structures

下水汚泥
固形燃料化システム
（ジェイコンビ®）

Sewage Sludge
Solid Fuel System
(This product is limited to

Japanese domestic markets)

連続溶融亜鉛めっきライン（CGL）／
連続焼鈍設備（C.A.P.L.™）
Continuous Hot-Dip Galvanizing Line (CGL),
Continuous Annealing and Processing 
Line (C.A.P.L.™)

陸上パイプライン
Onshore Pipelines

オフィスビル 
Office Building

システム建築
Standardized
building

シャフト炉式ガス化溶融炉
Direct Melting System

ストーカ式焼却炉
Steinmüller type Waste to Energy System

省エネルギー、高効率操業の高炉
NSENGI's Energy-saving Blast Furnace

コークス乾式消火設備
Coke Dry Quenching 
(CDQ) System

乾式脱硫脱硝設備
Dry De-SOx De-NOx System(DDDS)

海洋インフラ整備
Offshore Steel Structure /

Coastal Development

専用シールド内天然ガスパイプライン
Natural Gas Pipeline in Dedicated Shield

免制震デバイス
Vibration-control and base-isolation devices

物流施設
Distribution Center

羽田空港再拡張工事
Offshore Steel Structure /
Coastal Development

石油天然ガス採掘プラットフォーム
Offshore Platform

石油天然ガス採掘プラットフォーム
Offshore Platform

石油天然ガス採掘プラットフォーム
Offshore Platform

オンサイトエネルギー供給サービス／コージェネレーション
On-site Energy Service / Co-generation

廃タイヤガス化リサイクル設備
Gasification Recycling Facility
for Waste Tires

原位置浄化技術
In-situ Remediation
Method

真空脱ガス設備
RH Degasser (RH)

電力小売事業用発電所 
Power retailing business

●総合建築（工場・倉庫等） ●システム建築 ●特殊鉄構（超高層・大空
間鉄骨・木鋼ハイブリッド構造）●鋼構造商品（免制震デバイス・橋梁
商品）
●Comprehensive building construction (e.g. Factories, Distribution 
centers) ●Standardized building ●High-tech steel structures (Steel 
frames for skyscrapers, specialstructures, Hybrid Structures [wood + 
steel]) ●Pre-engineered products (Vibration-control and base-isolation 
devices, Bridge products)

●陸上パイプライン（天然ガス・石油・都市ガス等） ●水道施設（老朽
管路の更新・更生、水管橋等）
●On-land pipelines (e.g. Natural gas, Oil, City gas) ●Water works 
(e.g. Rehabilitation of water pipeline systems) 

球面すべり支承
NS-SSB®

(NS-Spherical 
Sliding Bearing)

●石油・天然ガス開発施設（プラットフォーム・海底パイプライン）
●海洋インフラ整備（沿岸開発・港湾・洋上空港・洋上風力）
●Oil / Natural gas development facilities (Platforms / Submarine 
Pipelines) ●Marine infrastructure development (Offshore steel structure, 
Coastal development, Offshore wind power)

水素ステーション
Hydrogen Refueling Stations (HRS)

風力発電事業
Onshore Wind Power

地熱蒸気生産設備 
Geothermal Steam 
Production Facility

バイオマス発電プラント
Biomass power plants

水管橋
Aqueducts

パイプインパイプ工法
PIP (Pipe in Pipe) Process

STM（馬蹄形トンネル）
Steel Tunnel Method (STM)

本社・支社・支店・研究所
 Head Office / Branch / Engineering R&D Institutes [Japan]

♦ グループ会社（日本国内）
 Group Companies in Japan

●  海外事務所・支店 Worldwide Offices / Branch

♦ 海外グループ会社 Worldwide Group Companies

【アメリカ／USA】
♦NIPPON STEEL 
   ENGINEERING USA, INC.
   [NSEUSA]

【インド／India】
♦ NIPPON STEEL ENGINEERING INDIA  
   PVT.LTD. [NSEI]

【タイ／Thailand】
● タイ支店
 Bangkok Representative Office 
♦ NS-OG ENERGY SOLUTIONS (THAILAND) LTD. [NSET] 
♦ THAI NIPPON STEEL ENGINEERING &
 CONSTRUCTION CORPORATION,LTD. [TNS]

【マレーシア／Malaysia】
♦ NIPPON STEEL CONSTRUCTION
 MALAYSIA SDN. BHD. [NISCOMA]

【フィリピン／Philippines】
♦PNS CONSTRUCTION, INC. [PNS]
♦PNS ADVANCED STEEL TECHNOLOGY, INC. [PNS-ASTech]
♦PHILIPPINE NSE DESIGN SERVICES, INC. [PNSED]

【中国／China】
♦北京中日聯節能環保工程技術有限公司  

BEIJING JC ENERGY & ENVIRONMENT   
ENGINEERING CO.,LTD. [BJCEEE]   

♦重慶新聯鋼鉄設備技術有限公司  　
CN STEEL PLANT ENGINEERING CO.,LTD. [CNSE]   　

♦馬鞍山中日資源再生工程技術有限公司
 MAANSHAN SINO-JAPAN RESOURCE RECYCLING
 ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD.
 ♦日鉄設備工程（上海）有限公司
  NIPPON STEEL PLANT ENGINEERING 
      (SHANGHAI) CO., LTD. [NSESH]
　♦上海力岱結構工程技術有限公司
   LEAD DYNAMIC ENGINEERING CO.,LTD. [LDE]

所在地一覧
Network

【札幌市／Sapporo】
● 北海道支店  Hokkaido Branch Office

【仙台市／Sendai】
● 東北支店  Tohoku Branch Office

【東京都品川区大崎／Tokyo】
● 本社  Head Office

♦ 日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株）
 NIPPON STEEL PIPELINE & ENGINEERING CO., LTD.
♦日鉄エネルギーサービス（株）
 NIPPON STEEL ENERGY SERVICE CO., LTD.
♦日鉄オフショアコンストラクション（株）
 NIPPON STEEL 
    OFFSHORE CONSTRUCTION CO., LTD.

【富津市／Futtsu】
● 技術開発研究所 Engineering R&D Institute

【名古屋市／Nagoya】
● 中部支社  Nagoya Branch Office

【大阪市／Osaka】
● 西日本支社  Osaka Branch Office

【北九州市戸畑区／Kitakyushu】
● 北九州技術センター
 Kitakyushu Technology Center 

♦ 日鉄プラント設計（株）
 NIPPON STEEL PLANT DESIGNING CORPORATION
♦ 日鉄環境プラントソリューションズ（株）
 NIPPON STEEL ENVIRONMENTAL
 PLANT SOLUTIONS CORPORATION

【北九州市若松区／Kitakyushu】
● 技術開発研究所  Engineering R&D Institute 

♦（株）エヌエスウインドパワーひびき
 NS Wind Power Hibiki Co., Ltd.
♦ 日鉄鋼構造（株）
 NIPPON STEEL STEEL STRUCTURE CO.,LTD.

【福岡市／Fukuoka】
● 九州支社  Kyushu Branch Office 

【ドイツ／Germany】
♦ STEINMÜLLER BABCOCK
 ENVIRONMENT GMBH [SBENG]

【ベトナム／Vietnam】
● ベトナム支店
 Ho Chi Minh Representative office

【シンガポール／Singapore】
● シンガポール支店
 Singapore Representative Office 
● シンガポール事務所
 Singapore Office 

【インドネシア／Indonesia】
● インドネシア支店  Jakarta Representative office
♦ PT. NIPPON STEEL CONSTRUCTION INDONESIA [NISCONI]
♦ PT. NIPPON STEEL BATAM OFFSHORE SERVICE [NS-BATAM]


