
アルミニウム製造・加工工場の所在地

表示区分 地金・合金部門 圧延部門（板・押・箔） 鋳造・鍛造部門 加工・組立部門 アルミナ部門

北海道： 新日軽㈱苫小牧工場 神奈川県: ﾄﾋﾟｰ工業㈱神奈川製造所 愛知県： 東久㈱本社工場

日本軽金属㈱苫小牧製造所 長野県： 日軽エムシーアルミ㈱戸倉工場   犬山工場

ＹＫＫ ＡＰ㈱北海道工場 　 新潟県： ハイドロアルミニウム・ジャパン㈱ 三重県： ㈱大紀アルミニウム工業所亀山工場

トヨタ自動車北海道㈱苫小牧工場 日軽新潟㈱ 押出 軽金属押出開発㈱ 押出

岩手県： アズマプレコ－ト㈱一関工場 菱化マックス㈱ 押出 ㈱神戸製鋼所大安工場

宮城県： ＹＫＫ ＡＰ㈱東北事業所 押出 ｱﾙｺｱ･ﾎｲｰﾙ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱上越ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ トステム久居㈱ 押出

アルメタックス㈱東北工場 富山県： アイシン軽金属㈱ 押出 トステム㈱名張工場 　

㈱ニッケイ加工仙台工場 　 富山合金㈱ 日軽エムシーアルミ㈱三重工場

福島県： ㈱大紀アルミニウム工業所白河工場 新日軽㈱ 小矢部工場 押出 滋賀県： サミット昭和アルミ㈱滋賀工場

日本伸管㈱白河工場 押出 立野工場  昭和電工㈱彦根事業所 押出

ＳＵＳ㈱福島工場 高岡工場 押出 新日軽㈱八日市工場  

昭和電工㈱喜多方事業所 三協立山ｱﾙﾐ ㈱福岡工場 押出 東洋アルミニウム㈱日野工場 粉

茨城県： サミット昭和アルミ㈱茨城工場 射水工場 押出 日本圧延工業㈱滋賀工場 板

 新豆陽金属工業㈱東京工場  佐加野工場 　 ㈱日本アルミ滋賀製造所 押出

㈱大紀アルミニウム工業所結城工場 福光工場 　 日本軽金属㈱滋賀工場 　

トステム㈱ 下妻工場 押出 福野工場 　 日本製箔㈱滋賀工場 箔

藤花工場  氷見工場 　 古河スカイ滋賀㈱ 押出

岩井工場  新湊工場 押出 ＳＵＳ㈱滋賀事業所

石下工場  三協ﾏﾃﾘｱﾙ㈱高岡西工場 押出 昭和アルミニウム缶㈱彦根工場

土浦工場  高岡工場 　 アルメタックス㈱滋賀工場

旭化成メタルズ㈱友部工場 ｱﾙﾐﾍﾟｰｽﾄ 新湊東工場 押出 　　　　　　　　　　栗東工場

アルメタックス㈱関東工場 ＹＫＫＡＰ㈱黒部荻生製造所 　 トステム㈱水口工場

天野アルミニウム㈱つくばセンター 黒部製造所 押出 ユニバーサル製缶㈱滋賀工場

ユニバーサル製缶㈱結城工場 黒部越湖製造所 　 不二ライトメタル㈱滋賀工場 押出

栗田アルミ工業㈱本社工場 滑川製造所 　 　 ㈱大紀アルミニウム工業所滋賀工場

栃木県： 日軽エムシーアルミ㈱栃木工場 武内ﾌﾟﾚｽ工業㈱富山工場 京都府： 開明伸銅㈱ 押出

㈱神戸製鋼所真岡製造所 板 滑川工場 三谷伸銅㈱ 押出

昭和電工㈱小山事業所 押出・箔 滑川本江工場 大阪府： ㈱アルミネ大阪工場 押出

新日軽㈱藤岡工場  ㈱TAN-EI-SYA   本社工場 ㈱大谷伸管製作所  　 押出

古河カラ－アルミ㈱  錦工場 ㈱片木アルミニューム製作所本社工場　　　板

日本製箔㈱野木工場 箔 ワシアルミ㈱本社工場 ㈱ケーエステクノス 押出

古河ｽｶｲ㈱ 日光工場 板 ワシマイヤー㈱本社工場 三宝伸銅工業㈱ 押出

小山事業所 押出・鍛造 石川県： 三協ﾏﾃﾘｱﾙ㈱石川工場 押出 敷島アルミニウム㈱ 押出

昭和アルミニウム缶㈱小山工場 福井県： 敷島アルミニウム㈱福井工場 昭和電工㈱堺事業所 板・箔

㈱ニッケイ加工小山工場 古河スカイ㈱福井工場 板 神鋼アルミ線材㈱ 押出

中央工産㈱小山工場 光生アルミニューム工業㈱福井製作所 東洋アルミニウム㈱八尾製造所 箔

㈱フルチュウ小山工場 岐阜県： 立花金属工業㈱養老工場 押出 和伸工業㈱ 押出

小山第二工場 本多金属工業㈱恵那工場 押出 ㈱ニッケイ加工本社工場

群馬県： オーケービー㈱月夜野工場 押出 恵那東工場 　 近畿車輛㈱本社工場

　 正起金屬加工㈱関東工場 恵那武並工場 　 ㈱ﾚｲｽﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ八尾工場

群馬アルミニウム㈱群馬工場 押出 安田金属工業㈱ 押出 第２工場

住軽アルミ箔㈱伊勢崎工場 箔 栗山アルミ㈱本社工場 押出 住友金属工業㈱此花製鋼所

トステム前橋㈱ 押出 ユニバーサル製缶㈱岐阜工場 兵庫県： 新豆陽金属工業㈱川西工場

東洋アルミニウム㈱群馬製造所 箔 静岡県： 日軽ｴﾑｼ-ｱﾙﾐ㈱浅羽工場                夢前工場

武内プレス工業㈱藤岡工場 立花金属工業㈱御殿場工場 押出 日本クーラー㈱ 押出

ユニバーサル製缶㈱館林工場 東海アルミ箔㈱蒲原工場 箔 川崎重工業㈱車両カンパニー兵庫工場

埼玉県： 大木伸銅工業㈱新座工場 押出 日本軽金属㈱蒲原製造所 神鋼建材工業㈱本社工場

　 大和金属工業㈱本社工場 板 清水工場 ＪＦＥ建材㈱神戸工場

日本伸管㈱本社工場 押出 日軽蒲原㈱ 押出 武内プレス工業㈱神戸工場

富士アルミ管工業㈱三芳工場 押出 三菱アルミニウム㈱富士製作所板・押出・箔 蔦機械金属㈱本社工場

古河スカイ㈱深谷工場 板 理研軽金属工業㈱ 押出 白浜工場

山川工業㈱大里工場 押出 アルメタックス㈱静岡工場 飾東工場

㈱ユニテ 押出 ＳＵＳ㈱本社工場 奈良県: 東洋アルミニウム㈱新庄製造所 ｱﾙﾐﾍﾟｰｽﾄ

ＪＦＥ建材㈱熊谷工場 ユニバーサル製缶㈱富士小山工場 昭和アルミパウダー㈱本社工場 ｱﾙﾐﾍﾟｰｽﾄ

㈱アーレスティ熊谷工場 ㈱アーレスティ浜松工場 ㈱ﾚｲｽﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ奈良工場

㈱東京軽合金製作所本社工場 旭テック㈱ 菊川南事業所 鳥取県： ㈱片木アルミニューム製作所大山工場　　　板

日立金属㈱熊谷工場 横地事業所 島根県： ㈱アルミネ益田工場　　 　　　　　　　

千葉県： サン・アルミニウム工業㈱ 箔 遠菱アルミホイール㈱磐田工場 岡山県： 日軽形材㈱岡山工場 押出

サミット昭和アルミ㈱千葉工場 エンケイ㈱浜松工場 ユニバーサル製缶㈱岡山工場

日本軽金属㈱船橋工場 　 東洋電産㈱岳南工場 サクライ軽金属㈱本社工場

新日軽㈱船橋製造所 押出 大諏訪工場 光軽金属工業㈱本社工場

住友軽金属工業㈱千葉製作所 押出 千本工場 広島県： ㈱ニッケイ加工広島工場

トステム㈱ 七光台工場 　 愛知県： サミット昭和アルミ㈱新城工場 リョービ㈱広島工場

野田工場 　 正起金屬加工㈱名古屋工場 山口県： ㈱アルミネ 三隅工場 押出

不二サッシ㈱千葉工場 押出 ㈱大紀アルミニウム工業所新城工場 川上東工場 板

アズマプレコ－ト㈱ 加藤軽金属工業㈱ 押出 川上西工場 押出

不二ライトメタル㈱東日本事業部 押出 住友軽金属工業㈱名古屋製造所板・押出 ㈱神戸製鋼所長府製造所 押出

東京都： アカオアルミ㈱ 板 ㈱日本アルミ安城製造所 押出 アルメタックス㈱山口工場

㈱住軽日軽エンジニアリング 日本軽金属㈱名古屋工場 板 宇部興産㈱宇部ホイール工場

常磐鋼帯㈱本社工場 日軽エムシーアルミ㈱幸田工場 香川県： ＹＫＫ ＡＰ㈱四国事業所 押出

神奈川県:昭和電工㈱横浜事業所 本多金属工業㈱稲沢工場 押出 愛媛県： 住友化学㈱愛媛工場

東海ｱﾙﾐ箔㈱茅ヶ崎工場 箔 　福島工場 　 福岡県： 九州三井アルミニウム工業㈱

　矢畑工場 箔 中央精機㈱本社事業所 福岡アルミ工業㈱

旭化成ケミカルズ㈱川崎技術部  アイシン精機㈱刈谷工場 昭和アルミニウム缶㈱大牟田工場

東急車輌製造㈱横浜製作所 半田工場 熊本県： 不二ライトメタル㈱ 押出

日本フルハーフ㈱厚木工場 光生アルミニューム工業㈱豊田製作所 トステム㈱有明工場 押出
ﾄﾋﾟｰ工業㈱綾瀬製造所 　 ﾄﾋﾟｰ工業㈱ 豊橋製造所 ＹＫＫ ＡＰ㈱九州事業所 押出

 大分県： 正起金屬加工㈱大分工場

社団法人　日本アルミニウム協会 沖縄県： 金秀アルミ工業㈱ 押出
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　豊川製造所


