
 プレスリリース  

       2012 年 12 月 26 日 

       JFE コンテイナー株式会社 

 

中国ドラム缶事業会社設立について 

 

当社は、本日開催の取締役会にて中国重慶市にドラム缶の製造販売を目的とした新会社

を設立することを決議しましたので、お知らせいたします。 

 

当社は中国における石油化学工業の発展にいち早く着目し、1998 年に上海地区に初めて

の日系ドラム缶メーカーとして「JFE 金属容器（上海）」を操業しました。2008 年には隣

接する浙江省で「JFE 金属容器（浙江）」の操業を開始し、大きなドラム缶需要を抱える上

海化学工業区を中心とした上海市・浙江省エリアへ高品質ドラム缶の供給を続けてまいり

ました。また、2011 年には江蘇省揚州市に「JFE 金属容器（江蘇）」を設立し、上海市か

ら南京市にかけた揚子江流域に点在する化学工業区の需要に応える工場を立ち上げました。

これにより華東地区のほぼ全域のドラム缶需要をカバーする体制を整えました。 

上記３拠点の立ち上がりは順調に推移しており、「JFE 金属容器（上海）」が本年配当を

開始したことに加え「JFE 金属容器（浙江）」も本年 10 月に稼働後 4 年 4 ヶ月で累損を解

消いたしました。また、「JFE 金属容器（江蘇）」につきましても、厳しい競争環境下にも

かかわらず順調に数量を伸ばすとともに、予定を上回る生産性を達成しております。 

さらに、第二拠点である「JFE 金属容器（浙江）」では来年秋の稼働を予定して第二ライ

ンの増設工事が進行中で、今後大幅な拡張が予定されている上海化学工業区の需要増加に

備えています。 

 

このたび進出を決めた重慶市は 1997 年に直轄市へ昇格し、中国の国土の 7 割を占める西

部大開発の拠点として中国経済成長の新動力に位置づけられています。GDP 成長率も中国

全体を大きく上回るレベルを維持しており、自動車・オートバイを中心に産業が発達して

います。また、天然ガス資源を活用した化学産業が振興しており、本年 8 月に発表された

「化学工業三年振興計画」により重慶市を中心とした 3 つの化学工業区で大幅な化学工業

の伸長が計画されています。 

当社が設立を予定している「JFE 金属容器（重慶）」は、「JFE 金属容器（浙江）」の第二

ラインをベースとし、トップクラスの生産性と品質保証体制を備えた、JFE コンテイナー

グループのドラム缶製造技術を結集した最新鋭のドラム缶工場となります。重慶市の長寿

化学工業区に立地し、欧米系化学メジャーを中心に重慶地域の高品質ドラム缶需要に対応

します。 

 



「JFE 金属容器（重慶）」の設立により当社グループの中国におけるドラム缶生産能力は

合計で約 1,000 万缶／年（2 直フル生産時）となり、日本国内での能力と合わせて約 1,500

万缶／年の生産体制が整備されます。当社グループは、日本で培った品質管理・操業技術・

商品開発力と中国ビジネスを通じて身につけたグローバルなビジネスマインドを武器とし

て、これからも日本および中国における高品質ドラム缶を供給してまいります。 

 

 

【新会社の概要】 

 社 名 杰富意金属容器（重慶）有限公司 （仮称） 

   英文名称：JFE Steel Drum Chongqing Co., LTD.（仮称） 

   呼称  ：JFE 金属容器（重慶） 

 主な事業内容 ドラム缶の製造・販売、容器の仕入れ販売 

 所在地 重慶市長寿経済技術開発区内 

 代表者 董事長 中島 廣久 （JFE コンテイナー㈱ 社長） 

 資本金 1,700 万 US ドル （予定） 

 資本構成 JFE コンテイナー㈱ 75.1％ 

  伊藤忠丸紅鉄鋼㈱  19.9％ 

  ハイケム㈱   5.0％ 

 従業員 約 80 人 （予定） 

 生産能力 年間 300 万缶 （２直稼動前提） 

 設立年月 2013 年 3 月 （予定） 

 生産開始 2014 年 10 月 （予定） 

 

以 上 

 

本件に関するお問い合わせは、以下へお願いします。 

総務部 今井 03-5281-8511 

 



【参考資料】～既存中国事業会社について～ 

 

 社 名 杰富意金属容器（上海）有限公司 

   英文名称：JFE Steel Drum Shanghai Co., LTD. 

   呼称  ：JFE 金属容器（上海） 

 所在地 上海市浦東新区周浦鎮繁栄路 365 号 

 代表者 董事長 中島 廣久 （JFE コンテイナー㈱ 社長） 

 資本金 1,000 万 US ドル 

 資本構成 JFE コンテイナー㈱ 80.1％ 

  伊藤忠丸紅鉄鋼㈱  19.9％ 

 従業員 約 150 人 

 生産能力 年間 120 万缶 （２直稼動前提） 

 設立年月 1995 年 12 月 

 生産開始 1998 年 4 月 

 
 

 

 社 名 杰富意金属容器（浙江）有限公司 

   英文名称：JFE Steel Drum Zhejiang Co., LTD. 

   呼称  ：JFE 金属容器（浙江） 

 所在地 浙江省平湖経済開発区興平二路 1885 号 

 代表者 董事長 中島 廣久 （JFE コンテイナー㈱ 社長） 

 資本金 860 万 US ドル 

 資本構成 JFE コンテイナー㈱ 80.1％ 

  伊藤忠丸紅鉄鋼㈱  19.9％ 

 従業員 約 100 人 

 生産能力 年間 180 万缶 （２直稼動前提） 

 設立年月 2006 年 12 月 



 生産開始 2008 年 6 月 

 

 社 名 杰富意金属容器（江蘇）有限公司 

   英文名称：JFE Steel Drum Jiangsu Co., LTD. 

   呼称  ：JFE 金属容器（江蘇） 

 主な事業内容 ドラム缶の製造・販売、容器の仕入れ販売 

 所在地 江蘇省揚州市経済技術開発区金山路６号 

 代表者 董事長 中島 廣久 （JFE コンテイナー㈱ 社長） 

 資本金 1,013 万 US＄ドル 

 資本構成 JFE コンテイナー㈱ 80.1％ 

  伊藤忠丸紅鉄鋼㈱  19.9％ 

 従業員 約 100 人 

 生産能力 年間 180 万缶 （２直稼動前提） 

 設立年月 2010 年 4 月 

 生産開始 2011 年 10 月 

   
 


