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弊社では皆様の安全で快適な生活を鉄骨で支えます。

国家資格・専門資格を有する多数の技術者を擁しており、

豊富な知識と技術力を発揮し、お客様の信頼に応えます。  

オフィスビルや工場、店舗、倉庫や一般住宅、集合住宅用鉄骨のほか、耐震補強、

耐震ブレース、その他総合建築業も請負っております。 

長年培った鉄骨造りの技術、国土交通大臣認定Hグレードの工場だから実現できる

高品質で安全な製品をお客様にお届け致します。 

街の骨を創る。

小さな倉庫から店舗や工場、オフィスビルなど幅広い需要に対応しており、

材料調達から鉄骨工事一式（鉄骨の孔あけ加工、切断加工、開先加工、組

立、大組み、溶接、塗装、出荷、現場建方）を承ります。随所に検査工程を

設けており、品質管理も徹底しております。

鉄骨耐震補強では、既存建築物の開口部に鉄骨ブレースを設置すること

で、耐力とねばり強さを向上させます。

新しい時代のニーズに対応するプランニングや設計、高

品質の工事施工と管理技術、そして安全、確実な施工で

お客様の理想の空間をカタチにします。

私たち仁木鉄工は永年にわたり地元企業様を中心に支

えられてきました。

これからも地域の建設パートナーとして、生活やビジネ

ス、文化を継承する空間を創出し、次の世代へ繋げる安

心安全な街づくりを目指しています。 
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建 設 業 許 可

代 表 者

創 業

年間加工能力

主 要 得 意 先

主 要 仕 入 先

国土交通大臣認定工場　Ｈグレード

岡山県知事許可 （特-29） 第16735号

代表取締役社長　仁木 將雄

昭和 41年 12月

15,000トン

㈱荒木組、㈱安藤・間、㈱熊谷組、鹿島建設㈱
三菱重工交通・建設エンジニアリング㈱、
中国建設工業㈱、両備住宅㈱、飛島建設㈱、
㈱奥村組、JFEシビル㈱

佐藤商事㈱、齊藤鋼材㈱、山本鋼業㈱、
阪和興業㈱、エムエム建材㈱中国支社、
三鋼販西日本㈱、㈱日鋼スチール、
㈱清水、コンドーテック㈱、サンコー㈱、
桂スチール㈱、伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱、
JFE商事鉄鋼建材㈱

会 社 名

営 業 案 内

所 在 地

仁木鉄工 株式会社

建築鉄骨、建築金物の設計施工及び総合建築業請負

【本社工場】
岡山県津山市杉宮742-1
TEL : 0868-29-4005    FAX : 0868-29-4006

【第二工場】
岡山県津山市杉宮759-1 
TEL : 0868-32-8345    FAX : 0868-32-8346

【勝北工場】
岡山県津山市新野東558-1

【岡山営業所】
岡山県岡山市北区蕃山町3-7　両備蕃山町ビル5F
TEL : 086-235-2815    FAX : 086-235-2816

【広島営業所】
広島県広島市東区光町2丁目5-2　第1B平勝ビル2F

会社概要

01 02



弊社では皆様の安全で快適な生活を鉄骨で支えます。

国家資格・専門資格を有する多数の技術者を擁しており、

豊富な知識と技術力を発揮し、お客様の信頼に応えます。  

オフィスビルや工場、店舗、倉庫や一般住宅、集合住宅用鉄骨のほか、耐震補強、

耐震ブレース、その他総合建築業も請負っております。 

長年培った鉄骨造りの技術、国土交通大臣認定Hグレードの工場だから実現できる

高品質で安全な製品をお客様にお届け致します。 

街の骨を創る。

小さな倉庫から店舗や工場、オフィスビルなど幅広い需要に対応しており、

材料調達から鉄骨工事一式（鉄骨の孔あけ加工、切断加工、開先加工、組

立、大組み、溶接、塗装、出荷、現場建方）を承ります。随所に検査工程を

設けており、品質管理も徹底しております。

鉄骨耐震補強では、既存建築物の開口部に鉄骨ブレースを設置すること

で、耐力とねばり強さを向上させます。

新しい時代のニーズに対応するプランニングや設計、高

品質の工事施工と管理技術、そして安全、確実な施工で

お客様の理想の空間をカタチにします。

私たち仁木鉄工は永年にわたり地元企業様を中心に支

えられてきました。

これからも地域の建設パートナーとして、生活やビジネ

ス、文化を継承する空間を創出し、次の世代へ繋げる安

心安全な街づくりを目指しています。 

総
合
建
築

No2

建
築
鉄
骨
／
鉄
骨
耐
震
補
強

No1

Bus�essField
建設業許可証

Hグレード認定証

Company profile

認 定

建 設 業 許 可

代 表 者

創 業

年間加工能力

主 要 得 意 先

主 要 仕 入 先

国土交通大臣認定工場　Ｈグレード

岡山県知事許可 （特-29） 第16735号

代表取締役社長　仁木 將雄

昭和 41年 12月

15,000トン

㈱荒木組、㈱安藤・間、㈱熊谷組、鹿島建設㈱
三菱重工交通・建設エンジニアリング㈱、
中国建設工業㈱、両備住宅㈱、飛島建設㈱、
㈱奥村組、JFEシビル㈱

佐藤商事㈱、齊藤鋼材㈱、山本鋼業㈱、
阪和興業㈱、エムエム建材㈱中国支社、
三鋼販西日本㈱、㈱日鋼スチール、
㈱清水、コンドーテック㈱、サンコー㈱、
桂スチール㈱、伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱、
JFE商事鉄鋼建材㈱

会 社 名

営 業 案 内

所 在 地

仁木鉄工 株式会社

建築鉄骨、建築金物の設計施工及び総合建築業請負

【本社工場】
岡山県津山市杉宮742-1
TEL : 0868-29-4005    FAX : 0868-29-4006

【第二工場】
岡山県津山市杉宮759-1 
TEL : 0868-32-8345    FAX : 0868-32-8346

【勝北工場】
岡山県津山市新野東558-1

【岡山営業所】
岡山県岡山市北区蕃山町3-7　両備蕃山町ビル5F
TEL : 086-235-2815    FAX : 086-235-2816

【広島営業所】
広島県広島市東区光町2丁目5-2　第1B平勝ビル2F

会社概要

01 02



鉄骨加工部門

#1　新電元工業朝霞事業所プロジェクト

#2　カトーレック株式会社　早島物流倉庫　新築工事

#3　特別養護老人ホーム若宮園　新築工事

#4　美作大学・美作大学短期大学部新棟　新築工事

#5　山陽新聞印刷配送センター･折込広告センター　新築工事

#6　鶴山運送株式会社倉庫　新築工事

STEEL PROCESSING

#1　CR物流株式会社　岡山中央DC第1センター　新築工事

#2　株式会社徳山電機製作所　倉庫　増築工事

#3　株式会社徳山電機製作所　事務所　増築工事

#4　株式会社ティーユーロジネット五日市物流センター　増築工事

#5　佐藤商事株式会社　広島支店　事務所　新築工事

#6　佐藤商事株式会社　四国支店　事務所　新築工事

建築部門 ARCHITECTURE

#1 #2

#3 #4

#5 #6

Works
施工実績
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#2

#4 #5 #6

#3
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切断・孔明機器設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ・ボール盤  1台
 ・ならいボール盤  2台
 ・シャーリング  1台
 ・プラズマ切断機  1台

加工機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ・開先加工機  4台
 ・ショットブラストマシン  2台
 ・Ｈ鋼研削機  2台
 ・小型形鋼用バンドソー 1台
 ・梁ロボ300幅機・400幅機 2台

溶接関連機械設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ・半自動溶接機 350 ～ 600A 34台
 ・アーク溶接機 250 ～ 500A 24台
 ・ガウジング機 600A 5台
 ・自動反転機  3台
 ・溶接ロボット コア連結溶接システム（2アーク） 2台
 ・溶接ロボット 仕口兼用溶接システム（ポジショナ付） 3台
 ・溶接ロボット 大組立溶接システム（20t 2ｍ 仕様）（2アーク） 5台
 ・多層盛溶接ロボット石松 2台

搬送設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ・天井走行クレーン 吊り荷重 20t 1台
 ・天井走行クレーン 吊り荷重 10t 3台
 ・天井走行クレーン 吊り荷重 5t未満 7台
 ・橋形走行クレーン 吊り荷重 10t 1台
 ・片脚走行クレーン 吊り荷重 10t 2台
 ・片脚走行クレーン 吊り荷重 5t未満 6台

施工図・現寸設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ・鉄骨汎用CADシステム　FRED-JX 10台
 ・鉄骨専用CADシステム　S/F REAL4 16台
 ・鋼構造詳細設計システム　Tekla Structures 4台
 ・鉄骨専用CADシステム　FAB21 14台
 ・2次元汎用CAD/CAMシステム　実寸法師 1台

■工場敷地面積 22,261㎡
■建築延面積 9,172㎡

本社･工場

加工機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
 ・ドリルコーピングマシン 1台
 ・開先加工機  1台
 ・H鋼研削機  1台
 ・梁ロボ300幅機・400幅機 2台

溶接関連機械設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ・半自動溶接機 350 ～ 600A 14台
 ・アーク溶接機 250 ～ 500A 12台
 ・ガウジング機 600A 3台

搬送設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ・天井走行クレーン　吊り荷重 10t　17.36ｍスパン 2台
 ・天井走行クレーン　吊り荷重 4.8t　17.36ｍスパン 3台
 ・片脚走行クレーン　吊り荷重 4.8t　14.25ｍスパン 1台
 ・ジブクレーン　　　吊り荷重 2.8t　9.6ｍスパン 4台

施工図・現寸設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ・鉄骨汎用CADシステム　FRED-JX 2台
 ・自動施工図システム　S/F REAL4 3台
 ・鋼構造詳細設計システム　Tekla Structures 1台

設備機器

第二工場

■工場敷地面積 7,705㎡
■建築延面積 3,753㎡

勝北工場

■工場敷地面積 2,066㎡
■建築延面積 1,847㎡

設備機器

本社工場南ヤード

■敷地面積 5,307㎡

 ・橋形走行クレーン　ホイスト式　吊り荷重 10t 2台

搬送設備

第二工場南ヤード

■敷地面積 3,165㎡

 ・天井走行クレーン　ホイスト式　吊り荷重 10t 1台
 ・片脚走行クレーン　ホイスト式　吊り荷重 5t未満 1台

搬送設備

上村ヤード

■敷地面積 4,635㎡

 ・橋形走行クレーン　ホイスト式　吊り荷重 10t 1台
 ・橋形走行クレーン　ホイスト式　吊り荷重 5t未満 2台

搬送設備

本社工場 第二工場

Factory ov�view
工場概要
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