Nice Communication Nice Tomorrow

会社案内 2018
《海外ネットワーク》

ジャパンライフ株式会社は
一般建築・土木用金物を始めとし、プラント・立体駐車場部材・船舶部材・自動車部品等の鋳
造品・鋳造品工業用ゴム・工業樹脂製品等々を、より優れた技術力と製品開発力を活かし、国内
工場及び中国の４工場をフル活用し、安定・良質の製品を供給させて頂いております。

信頼と実績
多くの公共事業を始めＰＣ工場、土木・建築現場に、数多くの製品を供給させて頂いております。
ＰＣカーテンウォールのパネル吊りインサートを始め、ＪＬＫＲファスナーなど躯体工事の省力
化にも貢献しております。
また、多くの橋梁工事などに、高純度なアルミナ系セラミックス使用の接触腐蝕防止や悪条件
にも錆びる事の無いＦＣＩインサート、高強度のコンクリート製スペーサ、特殊金物などを納入
させて頂いております。

多くのお客様のために
お客様の二一ズ・コストダウンに合わせるために、当社の中国工場を活用して頂けませんでし
ようか。中国工場は当社が資本を投入、現地に日本人スタッフを常駐、工程・品質管理を徹底し
ております。お客様の多種多彩な金物を、ご満足頂けますように、当社の技術力を持って安定・
良質な製品や部品として供給させて頂きます。
製品の一つ一つに、お客様のご要望を十分理解し、お望み以上の製品を届けられるよう社員一
同努力しております。また、日本国内にジャパンライフネットワークを構築しており、お客様の
お声がある限り、無限の可能性に挑戦させて頂きます。
もしご検討頂けるならばお声掛け下さい。
■ＪＬネットワーク

新潟工場

神奈川工場
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■ＪＬ製作品におけるメリット
１．中国生産２０年以上の実績
現在中国内には、当社が資本投入している
2 工場があります。
● 無錫来福金属構件有限公司
①建築関連部材
②型枠関連部材
● 上海来福建築技術有限公司
①中国全土のＪＬ協力工場の生産管理
②設計図面対応
生産品
ベアリング
サッカーボール
スポーツウェア
鍛造品
ゴム製品
２．製品の大小に拘りません。
３．製品の材質も対応できます。
４．高品質の表面処理に対応できます。
５．中国の各工場より、日本国内の東部物流センター ( 千葉 )・西部物流センター ( 大阪 ) に週２
便の荷受体制をとっています。また、コンテナに合積可能なので、小ロット商品にも対応で
きます。
６．一括発注の必要がなく、毎月安定した必要数量の出荷も可能です。
７．自社内加工の為、品質管理された安価・良製品が安定供給できます。
無錫来福金属構件有限公司

上海来福建築技術有限公司
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無錫来福金属構件有限公司
９㎜まで切断加工ができるレーザー切断機を装備し、精度を求められる製品にも対応しており
ます。また、日本国内にも、16㎜まで切断可能なレーザー切断機を装備し、お客様のニーズに
対応しております。

レーザー切断機

レーザー切断機を使用して、コンクリート型枠を製作しております。
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■会社概要（海外関連）
●無錫来福金属構件有限公司
住 所：中国・江蘇省無錫市浜湖区太湖街道雪豊路20号方廟工業園
電 話：86−510−518−3330 ＦＡＸ：86−510−518−3203
業
種：地下トンネル用部品電信ケーブル用部品電力
施設用部品建築用金物及び関連する金属製品コ
ンクリート製品用鋼製型枠
設 立：1996 年 3 月
企業形態：合弁
資本金：78.5 万米ドル
出資者：ジャパンライフ㈱ 90%
無錫龍源電站灰設備有限公司 10%
董事長：神吉 眞一
総経理：佐々木 正浩
従業員：57 名
概 要：大型金属部材の製造会社、生産・物流機能を充
分に発揮できる工場で最近は、コンクリート用
鋼製型枠の生産も多くなってきました。

●上海来福建築技術有限公司
住 所：中国・上海市黄浦區寧海東路 200 號
申鑫大廈 2212 室（〒 200021）
電 話：86−21−632−84418 ＦＡＸ：86−21−63283521
業 種：貿易業務
設 立：1995 年 5 月
企業形態：独資
資本金：36.71 万米ドル
出資者：ジャパンライフ㈱ 100%
董事長：神吉 眞一
総経理：岩下 広志
従業員：5 名
概要：土木建築金物等を中心に、中国上海地区からの
調達品の生産管理・品質管理の拠点。

■会社沿革（海外関連）
1984. 5 イギリス・クレテコ社と業務提携、コンクリートスペー
サーを発売
1985. 9 中国天津市水利局と建築金物製造工場合弁会社設立を
契約
1986. 7 中国天津工場（天津来福）開設
1986.12 西ドイツフリメダ社とリフトアンカー技術契約
1988. 5 イギリス・クレテコ社とコンクリートスペーサーの技術
提携契約
1993. 6 中国天津市に合作会社
「天津BM
（必埃姆）
建材有限公司」
を設立
1994. 4 中国天津来福有限公司内にダクロめっき工場を新設
を設立
4 中国上海市に独資で
「上海来福建築技術有限公司」
建材有限公司に溶融亜鉛めっき工場新設
1995. 8 天津BM
（必埃姆）
1996. 7 無錫来福金属構件有限公司、ジャパンライフでスチー
ルセグメント量産

1998. 5 天津来福有限公司を 5 億円に増資、当社出資率 85% に
引き上げへ
1999. ４ ドイツデーハ社と技術開発
「スタッドレール工法」
着手
2000. 7 中国、天津来福有限公司 ISO 取得
2003. 1 台湾新幹線に JL インサート・JL スペーサー指定
4 立体駐車場部材の中国工場での生産が本格化
5 免震工法用部材の海外生産を立上げる
7 中国天津 BM 公司新工場落成
8 コンクリート型枠事業開始する
2004. 4 シンガポール、チャンギ空港交通システム輸送鉄骨受注
2006.10 無錫来福にレーザー加工機を導入
2007. 7 韓国にＤリフトアンカーシステムを販売開始
2009. 6 韓国にコリアライフ㈱を設立

5

http://www.japanlife.co.jp/
■本 社
東京都葛飾区新小岩1-55-5 〒124-0024
Tel.03-3655-6011 Fax.03-3655-2423
営業本部：Tel.03-3655-2421 Fax.03-3655-7024
■事業所
本社営業部
東京都葛飾区新小岩1-55-5 〒124-0024
Tel.03-3655-2421 Fax.03-3655-7024
仙台事業所
宮城県仙台市青葉区五橋2-1-4 仙台五橋ビル２F 〒980-0022
Tel.022-266-0311 Fax.022-224-7977
新潟事業所
新潟県長岡市灰島新田923-16 〒954-0142
Tel.0258-61-2171 Fax.0258-61-2170
北関東事業所
群馬県高崎市上大類町745 〒731-0031
Tel.027-386-2251 Fax.027-386-2257
■物流センター・工場
東部物流センター
千葉県千葉市若葉区愛生町52-2 〒264-0031
Tel.043-287-5800 Fax.043-252-2105
北部物流センター
新潟県長岡市灰島新田923-16 〒954-0142
Tel.0258-61-2331 Fax.0258-61-2269
新潟工場
新潟県長岡市灰島新田923-16 〒954-0142
Tel.0258-61-2268 Fax.0258-61-2269

調達本部
：Tel.03-3655-6489
技術開発本部：Tel.03-3655-7641

Fax.03-3655-7523
Fax.03-3655-7642

名古屋事業所
愛知県岩倉市栄町1-9 〒482-0022
Tel.0587-65-5711 Fax.0587-65-5714
大阪事業所
大阪府東大阪市川田2-7-23 〒578-0905
Tel.0729-63-4003 Fax.0729-63-4006
広島事業所
広島県広島市東区東蟹屋町15-3 広島エイトビル 〒732-0055
Tel.082-263-4780 Fax.082-263-4781
九州事業所
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2858-1 〒811-2304
Tel.092-621-3711 Fax.092-622-7554

西部物流センター
大阪府東大阪市川田2-7-23 〒578-0905
Tel.0729-66-2835 Fax.0729-66-2610

神奈川工場
神奈川県綾瀬市上土棚中3-11-1 〒252-1113
Tel.0467-81-5251 Fax.0467-70-3311

■関連会社
海外 無錫来福金属構件有限公司(中国)
上海来福建築技術有限公司(中国)
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