関連会社紹介

Introduction

株式会社 ACE21

of factory

ACE21 Corp.

1. はじめに
本社・
東日本事業部
深谷センター

株式会社 ACE21（エース 21）は，アルミニウム板およ
びアルミニウムコイルからのカット品を販売していま
す。取扱量は月間約 1000 トン強です。お客様にとって
利用価値の高いアルミセンターを目指しており，
「求め

西日本営業部・
奈良センター

られるサイズで」
，
「求められる量で」
，さらに
「より迅速
な対応で」をモットーに，お客様のスケッチサイズ，小
ロットあるいは短納期要求に的確にお応えすべく，日本

東日本営業部

全国に向けてサービスをお届けしています。

2. 沿革
当社は，ヤマト軽金属加工 ㈱，古河アルミコイルセン
ター ㈱ および ㈱アルミセンター 21 の 3 社が統合され設
立されました。次に沿革を示します。

レベラーカット事業開始

1989 年（平成元年）10 月
ヤマト軽金属加工㈱ 2 台目のレベラーカットライン導入
1992 年（平成 4 年）11 月
古河アルミコイルセンター㈱設立

レベラーカット

事業開始
1993 年（平成 5 年）6 月
㈱アルミセンター 21 設立

名：株式会社 ACE21

社
所

在

地：

本社・
東日本事業部
深谷センター

1979 年（昭和 54 年）2 月
ヤマト軽金属加工㈱設立

【会社概要】

〒 366-8511
埼玉県深谷市上野台 1351
TEL ：
（048）572-2425
FAX：
（048）551-8131

東日本事業部・ 〒 101-0021
東日本営業部 東京都千代田区外神田 4 丁目 14-1
秋葉原 UDX ビル 12 階
TEL ：
（03）5297-1211
FAX：
（03）5297-0620
西 日 本 事 業 部 〒 636-0202
西日本営業部・ 奈良県磯城郡川西町結崎 1610-2
奈良センター
TEL ：
（0745）43-0301
FAX：
（0745）44-0432

切板事業開始

2002 年（平成 14 年）6 月
㈱アルミセンター 21

レベラーカットライン導入

2003 年（平成 15 年）12 月

加工，パンチング加工，カラーアルマイト，特殊アルマ
イト，塗装付き板などの加工にも対応いたします。

三社の統合により㈱ ACE21 を設立

3. 製品紹介
表 1 に示すように，定尺品およびコイル品の双方を在
庫として持ち合わせています。さらに，300 種類に及ぶ
豊富な在庫で，お客様のニーズにきめ細かく対応いたし
ます。この他，
コイルカット製品，
定尺品からの再切断（板
厚 0.4～ 6.0 mm）などに対応いたします。ヘアーライン
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表1
在庫品一覧
Table 1 List of inventory goods.
製品分類

4.3 シートマスキング機

サイズ（幅×長さ：mm）

6 基のシートマスキング機にて製品の表面保護加工を

合金 - 質別

行います。

1000 × 2000, 3000, 4000
1250 × 2500, 3000, 4000
1100（AS02）-H14 ，
建材定尺品 1525 × 3050, 4000
生地材
1525 × 3050, 4000
2000 × 4000
1000 × 2000
アルマイト付き
1250 × 2500
建材定尺
1525 × 3050
船舶用
定尺品

1525 × 6100
2000 × 6100

表2
加工可能範囲
Table 2 Available range for processing.
板厚（mm）

1100（AS02）-H14 ，
アルマイト B2 付材
5083-O

1000 × 2000
汎用定尺品 1250 × 2500
1525 × 3050

1100 ，1050-O ，-H24 ，
5052-O ，-H32 ，-H34

1219 × 2438
縞板定尺品 1250 × 2500
1525 × 3050

5052-H112

1000 × L
コイル品
1250 × L
元コイル幅×
1525 × L
長さ自由
1600 × L

1050-H24 ，5052-H32 ，
5052-H34 ，
1100（AS02）-H14 ，
3003-H24 ，
輸入コイル 1100 ，1050 ，
5052 各材質

板幅（mm）

板長（mm）

500～ 1600

500～ 6000

レベラーシャー

0.5～ 3.0

シャー

0.4～ 6.0

～ 4050

～ 6000

シートマスキング機

0.4～ 6.0

～ 1600

～ 6000

5. ネットワーク
東西 2ヵ所に次の営業センターを配し，全国のお客様
に対応しています。スピーディな対応で，コイルカット
品についても翌日出荷が可能です。
5.1 東日本事業部
製造拠点である深谷センターは，古河スカイ㈱深谷工
場内にあり，総勢 42 名の陣容です。営業は秋葉原 UDX

注）AS02 は当社呼称です。

ビル 12 階の古河スカイ㈱本社に隣接しており，社長を含
めて総勢 11 名の陣容です。北は北海道から，東北，関東，

4. 設備の概要

上信越および静岡までのお客様に対する営業活動を進め

当社保有の切断加工設備を図 1 に，その加工可能範囲

東日本事業部では建材以外の定尺品の比率が高くなって

ています。2010 年度上期の売上内訳を図 2 に示します。

を表 2 に示します。各設備の概要を次に示します。

います。

4.1 レベラーシャー（矯正切断機）

5.2 西日本事業部

3 基のレベラーシャーでアルミニウムコイルをシート

営業も製造も奈良県磯城郡川西町の奈良センターの中

状にカットします。厚さが 3 mm までのカットが可能で

にあり，文字通り製販一体の活動ができる西日本地区の

す。中性紙入りや種々のフィルムによる上下面のマスキ

拠点です。製造部門が 13 名，営業部門が 7 名，管理・総

ングも行います。

務部門 4 名で総勢 24 名の陣容です。関西を中心に中部，

4.2 シャー（切断機）

北陸，中国，四国および九州のほぼ西日本全域のお客様

15 基のシャーで定尺品およびコイルカット品の再切

（主に問屋殿）に対する営業活動を進めています。図 2 に

断を行い，お客様からご指定のサイズでご提供いたしま

示すとおり，西日本事業部では建材の比率が高くなって

す。

います。

矯正切断機

切断機

図 1 切断加工設備
Fig.1 Cutting machines.
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図 2 2010 年度上期の売上内訳
Fig.2 Breakdown of sales amount for
the first half of fiscal 2010.

6. おわりに
東西の両センターで製造される板材は，北海道から九
州までカバーしており，全てのお客様，流通の C.S を得
られるべく，これからも一層の努力をしていきます。
最後に ACE21 が実行している二つの自慢を披露いた
します。
1 つは ｢ 電話は 3 回以上ベルを鳴らすな。できるだけ
1 回のベルで対応する。
」
2 つは
「約束した納期にお届けする。遅れる場合は，事
前に連絡する。
」
この対応がお客様の信頼度を増すものと確信しています。
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