
鋼製加工製品
ジェコスの

鉄道工事　道路工事
立坑・シールド工事

2016.04_1000UM
2017.05_1000UM

沖縄営業所 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-22-10（那覇第一生命ビル） TEL 098-880-8560 FAX 098-880-8201

本　　　　社 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-31-1（浜町センタービル）　　　　　　　　　  TEL 03-3660-0777（代表） FAX 03-3660-0792

東北
東 北 支 店 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-8-3（富士火災仙台ビル） TEL 022-266-2371 FAX 022-266-2375

青森出張所 〒038-0031 青森県青森市大字三内字丸山278-33（レンタルシステム（株）青森営業所内） TEL 017-783-3914 FAX 017-783-3896
盛岡出張所 〒020-0613 岩手県滝沢市大石渡24-1（レンタルシステム（株）盛岡営業所内） TEL 019-688-8517 FAX 019-688-8517
秋田出張所 〒010-0975 秋田県秋田市八橋字下八橋191-8（レンタルシステム（株）秋田営業所内） TEL 018-863-2863 FAX 018-863-2863
山形出張所 〒994-0057 山形県天童市石鳥居2-1-133（レンタルシステム（株）山形営業所内） TEL 023-655-9185 FAX 023-655-9185
郡山出張所 〒963-0534 福島県郡山市日和田町原12-46（レンタルシステム（株）郡山営業所内） TEL 024-968-2510 FAX 024-968-2510
仙 台 工 場 〒981-3601 宮城県黒川郡大衡村大瓜字平場12 TEL 022-345-0171 FAX 022-345-0175

関東
千 葉 支 店 〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町24-9（千葉ウエストビル） TEL 043-247-9141 FAX 043-247-9146
北関東支店 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-31-1（明治安田生命大宮吉敷町ビル） TEL 048-645-0501 FAX 048-645-0524
横 浜 支 店 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町4-57（横浜尾上町ビル） TEL 045-661-2201 FAX 045-661-1799
水 戸 支 店 〒310-0805 茨城県水戸市中央1-2-19（太陽生命水戸ビル） TEL 029-300-2070 FAX 029-300-2072
蘇我営業所 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1（JFEスチール（株）東日本製鉄所 千葉地区内） TEL 043-300-6011 FAX 043-300-6022
長野出張所 〒381-8588 長野県長野市桐原1-3-5 TEL 026-254-5030 FAX 026-254-5033
群馬出張所 〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町249-1（唐澤マンション） TEL 027-363-2821
東 京 工 場 〒270-1406 千葉県白井市中98-1 TEL 047-492-0111 FAX 047-492-0117
長 沼 工 場 〒263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町350 TEL 043-259-1551 FAX 043-259-0933
富里機械センター 〒286-0225 千葉県富里市美沢11-5（富里第二工業団地内） TEL 0476-90-0612 FAX 0476-92-7986

中部
新 潟 支 店 〒950-1348 新潟県新潟市西蒲区打越乙186-6 TEL 025-375-1211 FAX 025-375-1210
名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1（名古屋国際センタービル） TEL 052-582-5251 FAX 052-583-9745
北陸営業所 〒920-0863 石川県金沢市玉川町15-1（パークサイドビル） TEL 076-233-4734 FAX 076-233-4736
静岡出張所 〒422-8061 静岡県静岡市駿河区森下町1-35（静岡MYタワー JFE商事（株）静岡支店内） TEL 054-289-3117
富山出張所 〒930-0004 富山県富士市桜橋通2-25（富山第一生命ビル JFE商事（株）北陸支店内） TEL 076-432-4788
日本海工場 〒950-1348 新潟県新潟市西蒲区打越乙186-6 TEL 025-375-1301 FAX 025-375-1320
名古屋工場 〒475-0033 愛知県半田市日東町2-1 TEL 0569-32-8421 FAX 0569-32-8497

近畿
大阪営業部 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-1-7（住友不動産西梅田ビル） TEL 06-6346-6100（代表） FAX 06-6346-6200
大 阪 工 場 〒555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島2-11-76 TEL 06-6474-8221 FAX 06-6474-8227

中国
広 島 支 店 〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-2-31（損保ジャパン広島大手町ビル） TEL 082-545-7773 FAX 082-545-7776
岡山営業所 〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町1-1-1（住友生命岡山ビル） TEL 086-227-4561 FAX 086-227-4428
福山営業所 〒721-0931 広島県福山市鋼管町1

（JFEスチール（株）西日本製鉄所 レンタルシステム（株）福山営業所内）
TEL 084-940-0051 FAX 084-943-7170

中 国 工 場 〒729-6614 広島県三次市三和町羽出庭431-11 TEL 0824-52-3641 FAX 0824-52-3645

四国
四 国 支 店 〒760-0023 香川県高松市寿町1-2-5（井門高松ビル） TEL 087-826-0070 FAX 087-826-0080
松山営業所 〒790-0003 愛媛県松山市三番町6-8-1（太陽生命松山ビル） TEL 089-934-6605 FAX 089-934-6602
四 国 工 場 〒761-2201 香川県綾歌郡綾川町枌所東998-5 TEL 087-878-2611 FAX 087-878-0588

九州
九 州 支 店 〒812-0036 福岡県福岡市博多区上呉服町10-1（博多三井ビル） TEL 092-273-0155 FAX 092-273-0157

沖縄

南九州支店 〒891-0132 鹿児島県鹿児島市七ツ島1-3-17 TEL 099-262-0022 FAX 099-262-0924
熊本営業所 〒861-4151 熊本県熊本市南区富合町清藤27-1 TEL 096-358-8099 FAX 096-358-8181
宮崎出張所 〒880-0817 宮崎県宮崎市江平東町8-19（（株)鎮西商会内） TEL 0985-61-0358 FAX 0985-61-0369
福 岡 工 場 〒811-2114 福岡県粕屋郡須恵町大字上須恵1346-1（新原工業団地内） TEL 092-932-1119 FAX 092-933-1277
鹿児島工場 〒891-0132 鹿児島県鹿児島市七ッ島1-3-17 TEL 099-262-0041 FAX 099-261-5957

北海道
北海道支店 〒060-0032 北海道札幌市中央区北二条東12-98-42（北2条新川ビル） TEL 011-232-7001 FAX 011-232-7006
旭川営業所 〒078-8231 北海道旭川市豊岡一条4-3-11（旭川豊岡センタービル） TEL 0166-37-7373 FAX 0166-37-7375
帯広営業所 〒080-0011 北海道帯広市西一条南6-1-5 TEL 0155-21-5001 FAX 0155-21-5003
北海道工場 〒066-0077 北海道千歳市上長都1129 （千歳市第3工業団地内） TEL 0123-40-8234 FAX 0123-22-7227

いわき営業所 〒972-8325 福島県いわき市常磐白鳥町八合59-1（レンタルシステム（株）いわき営業所内） TEL 0246-43-1953 FAX 0246-43-1954



ジェコスは、確かな技術でさまざまな鋼製加工製品を提供し
安全で快適な暮らしを支えるインフラ工事に貢献しています。

ジェコスは、建設業を総合支援するスペシャリストです。

45年を超える経験とノウハウ、JFEスチール株式会社と直結した事業体制、専門分野における高度な技術力…。

これらが一体となり、建設工事を企画から施工までトータルにプロデュースしていきます。

建設工事では、既製の鋼材だけでなく、工事ごとに、形状、サイズの異なる部材や加工製品が必要です。

ジェコスでは、自社内に加工専門の工場を擁し、鉄道工事、道路工事、立坑・シールド工事に使用される

さまざまな製品を製作し、お客様のさまざまなニーズに対応しています。
● 軌道受け桁
● 駅舎プラットフォーム
● 跨線橋
● 防風柵／防音壁支柱
● 衝突防護工
● 耐震補強（鋼板巻き立て）

● 道路橋／人道橋
● 落橋防止金物
● 仮設道路および手摺
● 覆工板・特殊覆工板
● トンネル用支保工
● 防潮堤

● シールド架台
● シールド機反力受け
● スチールセグメント
● セグメント開口部補強リング
　＋ 受け桁
● 立坑用補強リング
● 特殊腹起し

鉄 道 工 事

道 路 工 事

立坑・
シールド工事

製 作 検 査お客様
ニーズ 納 品
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防風柵

跨線橋

耐震補強

駅舎プラットフォーム

防風柵／防音壁支柱

軌道受け桁

衝突防護工

鉄道軌道の真下に構造物を構築する
ため、掘削した際に軌道を仮に受ける
桁です。当社工場で仮組検査を行い、
万全の品質でお届けいたします。

軌道受け桁

新駅の建設や駅の改良工事に際し、
プラットフォームの支柱と桁を製作し
ています。

駅舎プラットフォーム

階段、通路桁を製作しています。当社
工場の広い仮組ヤードで仮組検査、
さらには塗装まで行っていますので、
現場でのスピーディな施工を可能に
します。

跨線橋

防風柵は、強風の影響による列車の
遅延などを減らすために設置します。
防音壁は、線路近接部への騒音を抑制
するために設置します。

防風柵／防音壁支柱

鉄道高架橋を防備するために、高架橋
の前後に設置します。

衝突防護工

地震によるせん断破壊、曲げ破壊防止
措置の鋼構造物です。高架橋橋脚の耐
震補強として普及しています。橋脚の
形状に合わせて製作します。

耐震補強（鋼板巻き立て）

鉄道工事
近年の鉄道では、バリアフリー化など利用者の利便性に配慮した改良工事が進められています。
ジェコスは、駅の各施設から空頭防護などの安全施設まで、さまざまな鉄道工事に対応する加工製品を製作いたします。
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防潮堤

さや管

人道橋

道路橋

ガードレール

トンネル用支保工

仮設道路および手摺

覆工板・特殊覆工板

落橋防止金物

安全性、機能性、経済性などに優れ、
地域の景観にマッチしたさまざまな
タイプの橋を製作いたします。

道路橋／人道橋

仮設道路および手摺

既設の道路を一時的に切り回すための
仮設の道路・道路橋です。現場取り
付けを早急に行うため、柱、梁、手摺を
あらかじめ工場で製作します。

覆工板・特殊覆工板

落橋防止金物

トンネル用支保工

防潮堤

仮設路面の覆工材です。標準規格品で
は対応できない場合には、特別に製作
した異形の特殊覆工板を使用します。
素材は普通の覆工板と同一で、指定
された形状にて製作いたします。

地震時の地盤の変位により橋が落下
することを防ぐ部材です。橋梁の種類、
規模に応じて製作いたします。

トンネル工事の一次覆工用支保工です。
岩壁の状態やトンネル空間の大きさに
より、最適な支保工を製作いたします。

台風などによる高波や高潮による災害
を防止するために設置される防潮堤の
基礎部材を製作いたします。

道路工事
市街地や山間部、沿岸部など道路工事の現場はさまざまです。
ジェコスは、工事の目的、工期、コストなど、お客様の多様なニーズに対応できる加工製品を製作いたします。
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シールド機反力受け

スチールセグメント

特殊腹起し

立坑用補強リング

シールド架台

シールド機反力受け

スチールセグメント

セグメント開口部補強リング＋受け桁

特殊腹起し

立坑用補強リング

シールド架台

セグメント開口部補強リング＋受け桁

トンネル工事で使用されるシールド
マシンの架台です。施工条件に合わせ
て製作いたします。

シールド工法の骨格であるスチール
セグメントを当社工場で万全の品質
管理のもとに加工製造しています。日本
下水道協会の認定工場として数多くの
実績を誇ります。

下水道などのシールドセグメントに
横から流水管を接続する場合、開口部
セグメントの強度を維持するために
必要な補強リングと受け桁を製作して
います。

立坑内にシールド機械が設置され、
掘進作業が始まる前に、機械の反力
受けが必要となり、施工条件に合わせて
製作いたします。

リース材で対応できない場合も形状、
サイズに応じて、ビルトH、極厚Ｈ形鋼
での製作・加工をいたします。

円形の立坑工事や、円形の橋脚基礎
工事では、土水圧に抵抗するために、
リング状に曲げたH形鋼を腹起しとして
取り付けます。大断面のH形鋼を曲げる
場合は、CT曲げ加工、ビルトH、高周波
曲げ加工などを行います。

立坑・シールド工事
ジェコスは、さまざまな立坑工事・シールド工事に対応する加工製品を、
お客様のニーズに合わせて製作いたします。

立坑断面図
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【鋼製加工製品】

【鋼製セグメント】

【トンネル支保工】

ジェコス仙台工場
： 宮城県大衡村ジェコス大阪工場 ： 大阪市西淀川区

ISO9001認証（スチールセグメントの製造）

ジェコス東京工場 ： 千葉県白井市
ISO9001認証（スチールセグメントの製造）

ジェコス長沼工場 ： 千葉市稲毛区
ISO9001認証

ジェコス自社工場

提携工場

ジェコス自社工場

ジェコス自社工場

提携工場

柱 脚

階  段

アンカーフレームペデストリアンデッキ

スロープ架台

上家柱

線路防護構台 点検通路

昇降台

ガードレール さや管 仮組ヤード
長さ７８ｍ
×

幅１７ｍ

ジェコスは、自社工場ならびに提携協力会社の工場を全国各地に展開し、
鋼製加工製品、鋼製セグメント、トンネル支保工のオーダーに迅速に対応できる体制を整えています。

ジェコスでは、受注から出荷までの間に、製品検査、
仮組検査など、さまざまな検査を行うことにより、
製品の品質確保に努めています。

多様な鋼製加工製品のニーズに
お応えします。

製造拠点

ジェコス長沼工場 大栄ヤード
（千葉県成田市 17,287㎡)

ジェコス長沼工場
（千葉県千葉市 28,725㎡）  ISO9001認証
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