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UACJアルミセンターは
お客様のさまざまなご要望にお応えする
アルミニウム総合センターです。

会社概要
会 社 名

本社所在地

設 立 年 月

代 表 者

資 本 金

事 業 内 容

売 上 高

株式会社UACJアルミセンター

東京都港区浜松町1-10-17

2018年10月１日

代表取締役社長　鈴木　睦雄

9,500万円

コイルセンター事業

122億円（2019年度実績）

UACJグループはアルミニウムを 通じて広く社会に貢献します。

加工品事業鋳鍛事業箔事業押出事業自動車部品事業

株式会社UACJアルミセンターは、UACJグループのアルミニウムコイルセンター事業会社として、

株式会社ACE21と株式会社メタルカットを2020年10月１日に新たに統合しました。

激しく変化する社会情勢の中で、コイルセンターへの要望はますます高度化しています。

UACJアルミセンターは、UACJグループが製造する多様な品種やサイズをとり揃え、

業界No.1の品揃えと、品質、スピード、サービスなどコイルセンターとしての機能の充実を図っています。

さらに、建材用板材やカラーアルミなど、付加価値の高いアルミ製品の販売にも注力し、

流通各社と連携しながらお客様のニーズに最適な提案をし、お客様のビジネスを強力にサポートします。

アルミニウムは、軽くて強いなど多くの特性を生か して製品に使われるうえ、すぐれたリサイクル性を発揮する循環型金属です。
UACJグループはアルミニウムを通じて、これから も持続可能な社会の実現に貢献していきます。

（株）UACJアルミセンター 
（2018年設立、東京都千代田区） 

企業理念

UACJグループ理念

素材の力を引き出す技術で、
持続可能で豊かな社会の実現に貢献する。

目指す姿 アルミニウムを究めて環境負荷を減らし、
軽やかな世界へ。

価 値 観 相互の理解と尊重
誠実さと未来志向
好奇心と挑戦心

定尺材、広幅材、
スケッチサイズシート、
スリットコイル、縞板、
カラーアルミ、

  建材用アルマイト板、光輝合金、
船舶材、抗菌カラーアルミ

板事業

（株）アルミセンター  
（1964年設立、大阪府摂津市）

（株）アルカット　  
（1989年設立、大阪府大阪市）

古河アルミコイルセンター（株）
（1992年設立、栃木県小山市）  

（株）アルミセンター21  
 　（1993年設立、埼玉県深谷市）　

ヤマト軽金属（株）　
（1991年設立、奈良県川西町）

（株）ACE21 　　
（2003年設立、埼玉県深谷市）

（株）メタルカット　 
（2013年設立、大阪市淀川区）



フレキシブルな加工体制

万全のサポート体制

豊富な品揃えと迅速な対応
Variation

Quality

Processing

Network

UACJの高いクオリティ

UACJアルミセンターの大きな特長は、品揃え、加工体制、高品質、ネットワークの4つです。

最大の強みは、豊富な品揃えです。高品質で定評のあるUACJ製品を種類、サイズとも豊富に在庫しており、

各種の加工設備を駆使して、お客様のご要望に迅速に対応できる体制を整えています。

さらに全国を網羅するサービスネットワークを構築し、スピーディな納入が可能です。

ギャップシャー レベラーシャー

オートシャー

マスキング
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必要な時に必要なサイズ、数量で
お客様のご要望に迅速に対応します。



在庫品

在庫品

広 幅 材

独自の装飾性のある美しい縞模様の板です。耐久性に
すぐれ、メンテナンスが不要です。ご要望のサイズで
納品します。

定 尺 材
コイルから1,000 mm × 2 ,000 mm や
1,250 mm × 2 ,500 mmなどの一般的に
流通しているサイズに切断して納品します。
製品最大サイズは1,525 mm × 3,050 mm。

ご要望のサイズにカットして納品します。定尺から切断
するよりも歩留まりが上がります。手作業ではなく、機
械作業でカットするため、対角・切断公差・表面等の品質
にすぐれます。また切断スピードが速いのも特長です。

世界トップクラスのアルミニウム総合メーカー、UACJでは
国内最大級のアルミ圧延設備を保有しているため、広幅長尺
のアルミシートを提供することができます。

世界最大級の熱間粗圧延機広幅の冷間圧延機

国内No.1シェアを誇るUACJのカラーアルミ。カラー
アルミは、アルミ板にプレコート（前塗装）するため、
お客様の材料納入後の工程集約やコストダウンが可能
です。放熱性、加工性、意匠性などのさまざま機能が付与
できます。屋根、壁、天井などの塗装建材に最適です。

φ300 mm または φ508 mm

コイル内径

最大φ 1,450 mm

コイル外径

スリットコイル
コイルから、お客様の求める板幅に条切断します。
最小13 mmに対応し、小ロット短納期にも対応して
います。

カラーアルミ
（UACJコート）

縞 板

1050、5052

材　質

0.3 ー 2.0 mm

板　厚

最小13 mm

板　幅

標準製造仕様

少ロット、短納期に対応

高機能 高耐食 環境負荷低減

スケッチサイズシート

300種類以上の品揃え 豊富な在庫数 迅速な納期対応

必要サイズ、必要数量に柔軟に対応

機能性 意匠性

Variation
製品ラインナップ

一般定尺からスケッチサイズ、機能製品までをとり揃え、
多様なニーズにお応えします。
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最大板幅 2,560 ｍｍ 要相談

要相談



板幅 2,000 mmまで対応 豊富な実績アルマイト保証

在庫品

在庫品

船 舶 材
板厚が3 mm以上のアルミ板です。海水への耐食性
にすぐれた5083合金が使用されます。定尺サイズの
ほか、ご要望のサイズでの納品が可能です。

抜群の実績を誇る高品位アルマイト用建材です。色ムラ
のない外観品質やロット間の色調ばらつきが少ない
など、品質にすぐれます。また加工性も良好です。広幅・
長尺のパネルに対応可能です。表面処理の例としては、
シルバーアルマイト（一次電解）やステンカラー、ブロンズ、
ブラック（二次電解着色）など多数あります。

抗菌性にすぐれたプレコート板です。保冷車や食品類
の輸送コンテナ、収納車、建築物の内壁など、衛生性
を重視する環境での使用に最適です。

きめ細かなサービス体制

採用事例（ザロイヤルパークホテル銀座）

採用事例（すみだ北斎美術館＊）

抗菌カラーアルミ

お客様のご要望に合わせ、最適な製品や仕様を
ご提案します。熱処理、寸法公差、アルマイト保証、
梱包など、細かなご要望にもお応えし、製品の
高付加価値化に貢献します。

製品評価をフィードバック
UACJアルミセンターでは、品質管理室を設置し、お客様の声を製造部門にフィードバックしています。
このような取り組みを通じて、お客様に満足いただける品質やサービスをご提供しています。

施設の内装材 鉄道車両の内装材

建材用アルマイト板
（AS02）

クオリティ
Quality 高品質をお届けするため

技術サービス体制の充実を図っています。

抗菌性

耐食性 軽量・高強度

意匠性 高機能

光輝合金
（２５７Ｓ）

研磨処理で高い輝度が得られ、美しい仕上がりを見せる
アルミ合金です。光沢を必要とする装飾部材や照明用
反射板などに適しています。深絞り・張出しなどの成形
加工にもすぐれ、高いデザイン性を必要とする化粧品や
IT機器の筐体に多く使用されています。

＊光輝合金の高いデザイン性が評価され、地域で愛されている
「すみだ北斎美術館」の外装に採用されました。

製品ラインナップ
Variation
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業界No.1の高品質なアルミニウム
私たちは、すぐれた品質で定評のあるUACJのグループ会社として、
つねに高品質のアルミ板材をお届けします。JIS規格品を中心に
幅広い品揃えから最適な製品をお選びいただけます。



レベラーシャー

ミニレベラーシャー

オートシャー

ギロチンシャー

シートマスキング機

ワイドスリッター

ミニスリッター

ランニングソー

丸鋸精密切断機

バンドソー

設　備 工　場
板　厚 板　幅 板　長

加工範囲
（mm）

深谷工場

奈良工場

滋賀工場

滋賀工場

深谷工場

各工場

各工場

滋賀工場

0.5ー３．０

0.5ー３．０

0.3ー2．０

0.３ー3．０

0.４ー６．1

0.3ー6．０

0.3ー2．０

0.3ー2．０

3.0ー120．０

3.0ー200．０

外径30ー43０

500ー1,600

500ー1,650

200ー1,250

100ー600

300ー1,250

（深谷工場）　ー3,100

（奈良工場）　ー４,050

　　ー１,６50

100ー1,310

13ー580

125ー1,600

15ー600

長さ１５ー４,００0

500ー6,000

500ー6,000

180ー2,700

160ー2,000

  60ー1,250

　　ー5,0０0

外径MAX1,450

外径MAX1,250

  30ー1,650

  15ー2,000

＊１: 板厚4.0ー5.0 mmは別途ご相談ください。 　　＊2 : 板長5,000 mmを超える場合は別途ご相談ください。

＊１

＊2

Network
全国ネットワーク

東日本と西日本に広がるネットワークで全国をカバー。
注文から納品まで、迅速に対応します。

Processing
加工設備

各種の加工設備をとり揃え、
お客様のほしいサイズに精度よく加工します。

素材（材料）

アルミコイル

アルミシート（薄板） ギロチンシャー スケッチサイズシート（薄板）

スケッチサイズシート（厚板）アルミシート（厚板）

レベラーシャー

スリッター

ミニスリッター

スケッチサイズシート

スケッチサイズシート

アルミサークル

アルミコイル

アルミコイル（狭幅）

加　工 製　品

サークルシャー

ギロチンシャー

ア
ル
ミ
コ
イ
ル

薄
板
・
厚
板 ランニングソー

深谷工場
埼玉県深谷市

奈良工場
奈良県磯城郡川西町

本社・東日本営業部
東京都港区

滋賀工場
滋賀県彦根市

西日本営業部
大阪市淀川区

西日本営業部（九州）
福岡市博多区

東日本営業部（中部）
愛知県名古屋市

ご注文から納品までの流れ

情報システムの充実を図り、きめ細かなサービスと迅速な対応により、ご要望の製品をお届けします。

在庫照会
見積

受注
注文確認

加工 梱包
出荷

お客様より
お問合せ

納品
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■営業拠点
●製造拠点


