
　 グリッド設計で
鋼重量を削減
経済性を確保

災害時も、
その後の稼働も
地震に強い
施設を実現

物流施設ソリューション
日鉄エンジニアリングの

大型物流
施設から
一般倉庫
まで

フリーダイヤル 0120-78-2980

お問合せは

建築・鋼構造事業部　建築営業部　建築営業室
本社  〒141-8604 東京都品川区大崎1-5-1 大崎センタービル

中 部 支 社  〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南2-13-18 NSビル5階　　  TEL.052-581-2172

西日本支社  〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル8階　　　　　TEL.06-6223-6361

九 州 支 社  〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町5-18 博多NSビル3階　　    TEL.092-273-7183

東 北 支 店  〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル10階　TEL.022-227-2763

⚠ ご注意とお願い

スマホの場合はこちらから鋼想力 検索

画像：三井不動産ロジスティクスパーク茨木

設計から鉄骨製作・現場施工まで一貫して三次元で検討し、高い
品質を確保します。

ＢＩＭ活用

仕様メニューの標準化

現場溶接部（柱・梁）の効率化、コストダウンとともに、溶接工の人
手不足にも対応します。

現場溶接ロボット

建築工期の短縮やコスト抑制も重要なポイント。
これらをカバーする施策があります。

設計・調達・施工の省力化メニュー

本資料に掲載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は保証を意味するもの

ではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承くださ

い。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、各担当部署にお問合せください。本資料に記載された内容

の無断転用や複製はご遠慮ください。

将来の用途変更に備えたインフラ（電源、消火設備、給排水設備
等）を確保し、多用途への転換を可能にします。

可変性対応

ご要望に応じてテナント工事を本体工事に取り込んで対応し、コ
ストミニマムを実現します。

テナント工事対応

物流分析・シミュレーション結果に基づく合理的なゾーニング・動
線計画を建屋計画に反映することで、機能最適な物流施設を実
現します。

動線分析による効率的なマテハン提案

物流業務の効率化のためのご提案はもちろん、テナント
併設の場合の対応、将来の発展性を考慮したご提案まで
幅広く対応いたします。

建物の機能性を高める付加価値提案

鋼構造技術に、プラスアルファ

建物のさらなる価値向上やコスト削減にも貢献します。

基礎の鉄化による省力化・コスト
ダウンが可能です。また電気防食
により高い信頼性（品質）を実現
します。
（日本建築センター技術評価取
得：2019年5月）

鋼製基礎梁（地中梁）
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物流動線シミュレーション

過去実績をベースに仕様・設計法を標準化のうえ蓄積し、安定し
た品質や価格を実現します。



「鋼×想＝力」で生まれた、
日鉄エンジニアリングの物流施設ソリューション。

大型物流施設から一般倉庫まで幅広く対応します。
Eコマース市場の進展に伴い、荷物（商品）の受け皿となる物流施設の先進性・機能性・利便性が

より重視される時代になっています。
そんな時代に、大型物流施設から一般倉庫まで、お客様のニーズにお応えできるのが、

日鉄エンジニアリングの物流施設ソリューションです。

当社は、これまで270万㎡を超える
大型物流施設の建築を通して、物流
施設特有の技術、ノウハウ、各種シミュ
レーション技術を蓄積してまいりまし
た。ただ建物を建てるのではなく、お
客様のパートナーとして最適なソ
リューションをご提供いたします。ご
計画の初期段階からお客様の暗黙知
的なニーズを掘り起こして可視化し、
そこから抽出された課題を解決、お客
様の期待を超えた建物をご提供いた
します。

首都圏交通網の整備などにより、需要
が高まっている中規模物流施設。お
客様のニーズに応えるため誕生した
のが、NSスタンロジです。
大型物流施設で培った技術と、スタン
パッケージRのシステム建築技術を
融合させることで、「高品質・短工期・
経済性」を実現しながら「使い勝手の
いい空間」「地震に強い建物」をご提
供いたします。

システム建築とは、部材・建設プロセ
スを標準化することで、短工期・低コ
ストを実現する建築手法です。当社
は、1972年に日本で初めて自社で
独自開発したシステム建築「スタン
パッケージ」の販売を開始。約50年
にわたり商品をブラッシュアップしな
がら、1万棟以上の実績を積み上げて
きました。システム建築でありなが
ら、お客様の要望に応じた自由度の高
い建物を実現します。

当社は鉄鋼系エンジニアリング会社として培った鋼構造技術をベースに、長年、物流施設の建設に取組み、一般倉庫から
大型物流施設まで、多様な施工実績を積み重ねてまいりました。その源となっているのが「鋼×想＝力」です。

当社は、物流施設建設のトップランナーとして、「高品質」・「高いコストパフォーマンス」・「高い顧客満足（サービス）」で、
お客様企業の事業拡大・発展を支え続けてまいります。

小 規　模 大

高

建
築
費

低

物流施設なら、日鉄エンジニアリング

270万㎡超の実績で
できる、価値ある建物

３階建～
10,000坪～

大　型
物流施設

大型物流施設の実績と
システム建築の技術が融合

２階建向け
3,000～10,000坪

中規模
物流施設

50年の歴史と
1万棟を超える実績

平屋建　3,000坪未満

一般
倉庫

【鋼】
鉄を活かすプロ集団と
して経済的な施設づく
りを標準化・工業化する
と共に、

【想】
お客様の事業内容の深い理解
と事業の現場（人・モノの動線、
レイアウト等）の徹底的な分析
により、建築と設備を融合、

【力】
お客様の目指す機能・
品質をワンストップで
実現します。

平屋建　3,000坪未満

一般倉庫

２階建向け　3,000～10,000坪

中規模物流施設

３階建～　10,000坪～

大型物流施設
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アンボンド材

中心鋼材 座屈拘束材 アンボンドブレース

鋼管

鋼板

鋼管

モルタル鋼板

「最適プラン」検討イメージ

敷地形状からみた最適スパン割

防火区画の最適面積確保によるスパン割

接車トラック台数によるスパン割

鋼材重量を最小化するスパン割

地震に強く、経済的で合理的、先 進の物流施設を実現します。
「鉄」で培った技術を活かし、

鋼重量の削減

建物性能の向上

自社開発デバイスを活用した地震PML※の低減

3 4

倒壊
させない

揺れを
抑える

揺れを
伝えない耐震構造 制振構造 免震構造

地震PML

大地震後の
建物使用

大地震後の
建物使用

約15％

立入禁止

△

※PML：予想最大損失率（Probable Maximum Loss）

約7．5％

継続使用可

○

約1．0％以下

継続使用可

◎

日本製鉄グループ各
社と連携し、断熱性・意
匠性に優れた高機能
部材から廉価版まで
豊富なバリエーション
でお客様のニーズに
応えます。

屋根部材 外壁部材 木鋼ハイブリッド 写真提供：(株)鉄構造出版 月刊『鉄構技術』

高機能でデザイン性に優れた部材

振り子の原理を利用した鉄の免震装置で、経年劣化しにくく耐久
性に優れています。ゴム支承に比べて装置の高さが約半分とコ
ンパクトなため、掘削コスト等の低減も可能です。

NS-SSB®（球面すべり支承）

高品質な圧延部材を加工した鋼製ダンパー
です。別置型と積層ゴム一体型の2種類の
ラインナップで様々な設計・施工ニーズに応
えます。

免震NSUダンパー®

軸力を負担する中心鋼材を鋼管とモルタルで拘束し、座屈させ
ずに安定的に塑性化するブレースです。特殊な緩衝材（アンボン
ド材）により、鋼管とモルタルに軸力が加わらないため、引張・圧
縮ともに強く、制振ダンパー・耐震部材として利用できます。

エネルギー法（制振）
建物が持つ地震エネルギーの吸
収能力により建物の安全性能を検
証する設計手法で、建物を制振構
造にすることで耐震性能の向上が
図れます。当社の物流施設では、
ダンパー（制振用アンボンドブレー
ス等）が地震エネルギーを効率良
く吸収する役割を果たすため、柱・
梁サイズの縮小（＝コストダウン）
が可能です。また、建築主構造の
損傷を抑え建物の継続使用が可
能になります。

制振アンボンドブレースが、地震エネ
ルギーを吸収し、地震から建物を守り
安全を確保します。

アンボンドブレース®

平面形状について、お客様ニーズや建築与条件をベースに、鋼量をミニマム化する数千
パターンのシミュレーションを実施し、最適グリッド（柱スパン）をご提案します。

グリッド設計
構造最適化プログラムを用いて、経済的な「構
造断面」「ブレース構面」を瞬時に自動的に算
出できるシステムを運用しています。

構造最適化プログラム

〈ブレース設置可能平面位置〉 〈経済的なブレース構造〉

最適化

地震力

地震時の揺れ

最適プランを
ご提案

様々な条件による
検討パターンから



■建　築　地：千葉県印西市
■階　　数：2階建
■延床面積：28,939㎡

■建　築　地：大阪府堺市
■階　　数：2階建
■延床面積：20,497㎡

■建　築　地：兵庫県尼崎市
■階　　数：2階建
■延床面積：43,958㎡

■建　築　地：愛知県名古屋市
■階　　数：2階建
■延床面積：10,477㎡

■建　築　地：茨城県坂東市
■階　　数：2階建
■延床面積：10,052㎡

■建　築　地：石川県能美市
■階　　数：2階建
■延床面積：16,063㎡

中規模物流施設（NSスタンロジ）

■建　築　地：福岡県京都郡 
■階　　数：平屋建
■延床面積：15,500㎡

■建　築　地：愛知県豊田市
■階　　数：平屋建　
■延床面積：2,300㎡

■建　築　地：栃木県宇都宮市
■階　　数：平屋建
■延床面積：1,200㎡

■建　築　地：兵庫県神崎郡
■階　　数：平屋建（一部2階建）
■延床面積：6,800㎡

■建　築　地：神奈川県茅ヶ崎市
■階　　数：平屋建
■延床面積：1,200㎡

■建　築　地：宮城県栗原市 
■階　　数：平屋建
■延床面積：4,500㎡

一般倉庫（スタンパッケージR）

■建　築　地：東京都江東区
■階　　数：5階建
■延床面積：51,836㎡

■建　築　地：千葉県市川市
■階　　数：4階建
■延床面積：59,111㎡

■建　築　地：神奈川県小田原市
■階　　数：5階建
■延床面積：137,739㎡

■建　築　地：埼玉県北葛飾郡
■階　　数：4階建
■延床面積：77,240㎡

■建　築　地：東京都江東区
■階　　数：5階建
■延床面積：46,569㎡

■建　築　地：千葉県野田市
■階　　数：5階建
■延床面積：122,401㎡

大型物流施設（耐震）

■建　築　地：大阪府堺市
■階　　数：4階建
■延床面積：124,934㎡

■建　築　地：埼玉県越谷市
■階　　数：4階建
■延床面積：66,510㎡

■建　築　地：千葉県野田市
■階　　数：4階建
■延床面積：74,277㎡

■建　築　地：神奈川県相模原市
■階　　数：5階建
■延床面積：44,103㎡

■建　築　地：神奈川県横浜市
■階　　数：4階建
■延床面積：83,528㎡

■建　築　地：千葉県印西市
■階　　数：5階建
■延床面積：111,526㎡

大型物流施設（制振）

■建　築　地：東京都大田区
■階　　数：5階建
■延床面積：80,800㎡

■建　築　地：大阪府茨木市
■階　　数：6階建
■延床面積：242,425㎡

■建　築　地：兵庫県神戸市
■階　　数：4階建
■延床面積：29,708㎡

大型物流施設（免震）日鉄エンジニアリングはこれまで数多くの物流施設の建築を手掛けてきました。
そこで培った豊富な経験や実績を活かし、
お客様に最適な物流施設を提供いたします。
これまでの施工実績の一部をご紹介します。

豊富な施工実績を力にして、お客 様のご要望にお応えします。
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