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Brand Vision

ブランドビジョン

人と社会を未来へつなぐ
A bridge to the future

三井物産プラントシステムは
産業・社会インフラづくりを通じて多様な人財を創出し、持続発展可能な社会への架け橋となります。
ビジネスの現場に密着し、お客様のニーズを的確に捉え、高い業界専門性を駆使しながら、新しい商流の創出を追求します。
社員一人ひとりに、自分らしく成長できる機会と、お客様と信頼しあえる喜び、世界各地の社会発展に貢献する感動を提供していきます。

人から社会へ、そして次代へ。
三井物産プラントシステムは挑戦し続けます。

Mission 企業使命

Vision 目指す姿

Values 価値観・行動指針

さまざまなインフラやプラントのご提供を

お客様のニーズにきめ細かくお応えする「商

「Fair」「Modest」を常として、高い志に溢れた挑

通じて社会や経済の発展に貢献していきま

流創出のエキスパート集団」を目指します。

戦と創造を追求します。

す。
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Top Message

社長挨拶

当社は、電力・交通・製鉄・化学などの各種産業分野でプラント・設備機器を供給してきた三井物産
グループ企業を統合し、2007年4月に設立しました。これまで取引先企業の皆様に支えられ、プラ
ント・機械専門商社として多くの経験・実績を積み上げて参りました。

当社が目指すものは、お客様や世の中のニーズに対して、当社の機能をしっかりと発揮しながら、

解決策の提供や新たな仕組みづくりを行い、社会や経済の発展に貢献することです。このような経
営方針の下、各産業分野向けのプラント・設備供給を軸にしながらサービスやソリューション提供な
どに役割を変化させ、コンビニエンスストア店舗様向けの電力供給事業や再生可能エネルギー発
電事業開発などにも取り組みを発展させております。
社会を取り巻く環境は常に変化し、なかでも環境対策や生産性向上に於けるニーズの高まりは加
速しています。私たちは、変化を前向きに楽しみ、真摯にお客様に向き合いながら、独自の役割を
しっかりと果たせる様な取組みに社員一丸となって挑戦します。

ニーズや課題など色々と御聞かせ下さい。お客様と共に成長し続ける企業を目指しますので、ご支
援のほど宜敷くお願い申し上げます。
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Solution

ソリューション

さまざまな領域をつないで新たな価値を創造する
三井物産プラントシステムのソリューション
三井物産グループ各社との連携をはじめ、EPC、ファイナンスなど、
サプライチェーン全般に広がるネットワークが、三井物産プラントシステムのコアバリュー。
さまざまな領域のキープレイヤーをつないで新たな価値を生み出す
ワンストップソリューションを提供しています。
事業の効率化や新規ビジネスの開発など、当社ならではのネットワークとノウハウを活かした
ソリューションは多種多様。お客様のビジネスをより強いものへと成長させていきます。

新規事業の創出
私たちの社会を取り巻く状況は、日々刻々と移り変わっていま
す。ビジネスもまた、社会環境の変化に伴って形を変えていくこ
とが必要です。三井物産プラントシステムでは各業界や金融機
関とのネットワークを活用し、新規事業のスキーム組成から、
ファイナンス、開発、運営までをトータルサポート。時流に合っ

た事業性の高いビジネスを生み出しています。

ビジネスの効率化
設備稼働率の向上やランニングコストの削減、業務プロセスの
改善といった効率化はビジネスの成長にとって欠かせないテー
マです。より実効性のある施策を行うには、多様な選択肢の中

から適切なソリューションを組み立てていく必要があります。三
井物産プラントシステムでは商社ならではのノウハウと広範な
ネットワークを活かし、お客様のビジネスにとって最適なソリュー
ションを提案。設備の改善や有効活用、保守の一元管理などを
通じた事業の効率化を実現しています。

商社機能
海外の大型プロジェクトの遂行にあたっては、資機材・機器の調
達だけでなく、設計や施工、製造ライセンス、ファイナンス、製品
引取り、各種許認可取得の手配なども求められ、多岐に亘る関
係者との調整が必要となります。こうした調整には膨大な労力が
かかります。三井物産プラントシステムではお客様のNeedsに
Speedy且つ的確にお応えするべく、世界中に広がる三井物産グ
ループのネットワークを活かし、トータルでのプロジェクトコーディ
ネーションに対応。お客様のプロジェクトの実現と成功をサポート
しています。
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Business

事業内容

電力分野

01

Power

電力安定供給
への貢献

国内外のネットワークを駆使して発電所や送電網、受変電設備
など向けに最新鋭の設備や部品・部材の供給、メンテナンス
サービスの提供を行い、エネルギーインフラの大動脈である電
力の安定供給に貢献しています。
また原子力発電所の再稼働へ向けた安全対策支援、IoTによる
効率化提案、大型発電設備建設や更新に伴う世界最大級のボ
イラー設備などの調達から重量物輸送業務まで、豊富な経験と
知見に基づきお客様のニーズに合わせた幅広いサービスを展

開しています。

提供：東京電力フュエル＆パワー株式会社

02

トータルソリューション
サービス

コンビニエンスストア向けに高圧受変電設備や太陽光発電設備
などを設置し、その組み合わせによる最適な電力供給を実現し
ています。また、各設備の運用・保守などの管理をワンストップで
行い、効率的なサポートを行うと同時に電気料金削減に貢献す
る「電力供給のトータルソリューションサービス」を提供していま
す。
提供：東京電力フュエル＆パワー株式会社

03

次世代エネルギー
ソリューション

電力自由化といったマーケット環境の激変に応じ、刻々と変化
する電力需要に柔軟且つ的確に対応する為のシステム作りに貢
献します。 今後は①地方都市型の電力・熱供給、各企業へ地
産地消型の付加価値を付けた直接電力供給・販売、②自家発
電・コジェネレーション、③蓄電池・燃料電池などを組み合わせ
たEMS（エネルギーマネジメントシステム）やVPP（仮想発電所）、
デマンドレスポンスなど、設備販売に留まらないお客様への総合
サービスの提供を目指します。

提供：東京電力フュエル＆パワー株式会社
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Business

事業内容

重機械分野

Heavy Machinery

01

鉄鋼業とともに

鉄鋼業は、技術優位性を含め総合力No.1を目指し、生産基盤
を強化して基礎素材である鉄鋼製品を安定供給することを最大
の使命とし、また自動車用に代表される高級鋼の海外生産事業
も展開しています。当社は国内外の鉄鋼業のお客様の設備
ニーズを捕え、原料受入～還元～精錬～鋳造～圧延各工程に

渡り主要な製鉄設備・機器を納入することでお客様の生産コスト
削減、生産性向上及び環境対策に寄与してきました。

02

製鉄設備のソリューション
プロバイダー

当社は、豊富な経験・知見や情報を最大限に駆使し、製鉄設備
のソリューションプロバイダーとして、実績を積み重ねてきました。
当社の強みは、現場対応力とお客様と築き上げてきた信頼関係、
国内外多数のメーカーとの幅広い取引関係です。特に輸入取
引においては、No.1・Only1の特長ある技術を持つ欧州メーカー
と二人三脚で日本市場を開拓してきており、商社機能の発揮に
よる言語や商慣習の壁を超えた調整力はお客様から高く評価さ
れています。

03

更なる付加価値の創出

当社は、鉄鋼業界に軸足を置き、これまで培ってきた強みをさら
に強くすることに加え、国内外の鉄鋼業界の環境変化に対応し
ながら、従来の設備・機器供給に留まらず新たな付加価値を創
出し続ける専門家集団として取組みを進めていきます。また三
井物産グループの総合力を発揮しつつ、国内鉄鋼業・製鉄設
備に限らない新たな取組み（IoT、発電、環境対策、3Dプリン
ター分野など）にチャレンジしていきます。
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Business
交通分野

01

事業内容

Transportation

鉄道の安定運行に貢献

海外から高性能･最新鋭の保線機械、鉄道車両用製品や軌道･
電気設備用部材を輸入し、日本全国の鉄道事業者向けに販売
しています。
海外製の機械や製品により、新幹線や在来線の快適な乗り心地

の実現、また鉄道の安定運行および保守の効率化に貢献して
います。
またお客様のご要望に応じた海外の優れた製品を紹介、メー
カーをリードして設計・機能を日本向けに改良し導入していくこと
で、これからも鉄道運行の安全・安定運行に貢献していきます。

02

国内外向け都市交通
システムへの取組

大阪モノレール、東京モノレール、沖縄ゆいレールを始めとして
国内各地のモノレール建設プロジェクトの計画から建設までの
取りまとめ業務を請負ってきました。海外では中国重慶市のモノ
レール建設に参画、中国北京市･成都市の地下鉄向けに日本
製鉄道車両用電機システムなどを納入しています。また三井物
産と連携して欧州やアフリカ、南米やインド向けに保線機械・車
両部品供給などの案件に取り組んでいます。今後も世界中の都
市交通や貨物物流の発展に寄与していきます。

03

次世代モビリティへの挑戦

現在取り組んでいる連節バスの輸入販売を軸に、今後ガソリン
などからの燃料転換や自動運転技術など、さまざまな技術革新
が
期待される次世代交通システムについても積極的に取り組んで
いきます。これら交通システム（モビリティー）の整備を通じて人と
環境に優しい社会の実現に向けて挑戦し続けます。
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Business

事業内容

プロジェクト分野

Infrastructure Project

01

プロジェクト具体化
への貢献

エネルギー・石油化学をはじめ幅広い産業インフラ分野のプロ
ジェクト開発・推進の為に、プロジェクトのニーズに応じ、プラント
設備・プロセスライセンスの供給、資金手配などの各種業務・
サービスを提供します。また上記分野に限らず、今後益々重要
性の高まる医・食・農などの生活インフラ分野なども含め、あらゆ
るニーズに対応していきます。

02

プロジェクトのあらゆる
ニーズに対応

エネルギー・石油化学・水処理などの幅広い基礎産業やインフ
ラ分野の開発・推進に必要なニーズに応え、プロジェクト実現に
貢献します。国内外のお客様・メーカーとのパートナーシップ、
長年の経験や実績、三井物産グループのグローバルネットワー
ク、事業投資、ファイナンスなどの商社機能を最大に活かし、プ
ラント設備・プロセスライセンスの供給、資金手配などの各種業
務・サービスを提供します。

03

新分野への挑戦

世界的に市場拡大が期待される電池、新素材、食品、医療など
の産業分野をターゲットとした新たなビジネスの創出を目指しま
す。
三井物産グループの総合力を発揮し、世界中のさまざまなニー
ズを察知しながら、国内外のお客様やパートナーの業界構造変

化対応をサポートします。
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Business

事業内容

再生可能エネルギー分野

01

Renewable Energy

事業のコーディネーション

再生可能エネルギー発電事業の開発・運営を展開しており、事
業用地確保や発電所建設から20 年に及ぶ事業期間の管理、
事業終了後の撤収までを一貫して担っています。開発において
は事業用地として企業や地方自治体の遊休地・未利用地などを
活用、発電設備はEPCコントラクターと協力し最適な設備を選
択・設計・建設するなど、さまざまなパートナーと協業しつつ、ま
た関係者間の諸調整を含め、事業に関わる全てのステークホル
ダーのコーディネーション機能を提供しています。

02

プロジェクトを通じた
社会貢献

クリーンな再生エネルギー発電事業推進を通じて地球温暖化対
策やエネルギー構造の転換への貢献のみならず、年金・金融機
関の運用先提供、人口減・都市化に伴う土地活用、新エネル

ギーによる産業活性化など、さまざまな課題解決に貢献できるサ
ステイナブルな事業として、その進化を目指しています。

03

再生可能エネルギー
への取組

太陽光発電事業に留まらず、風力・小水力・バイオマス・地熱バ
イナリなどあらゆる再生可能エネルギーを対象とした事業化検討
に取り組んでおり、長期運用資金を活かしたファンドモデルを活
用してわが国の未来のエネルギー戦略に貢献していくことを目
指しています。
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Company

会社概要

会社概要
会社名

三井物産プラントシステム株式会社

英文名

Mitsui & Co. Plant Systems, Ltd.

設立

2007年4月1日

代表取締役社長

谷垣 匡輝

従業員

275名（2020年12月現在）

本社所在地

〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル26階

事業所

14 拠点

資本金

15.55 億円

株主構成

三井物産株式会社 100%

主要取引銀行

三井住友銀行／みずほ銀行／三菱UFJ 銀行

沿革
2007 年 4月

三井物産プラント(株)・三井物産パワーシステム(株)・三井物産交通システム
(株)・三井物産プロジェクト(株)の4社が対等合併、三井物産プラントシステム
(株)設立

2008 年 11月

東京都港区芝より東京都港区東新橋に本社を移転

2010 年 11月

本社を汐留住友ビル25階から26階に移転

2011 年 3月

倉敷事務所移転

2012 年 3月

中国支店移転

2014 年 11月

北海道支社移転

2014 年 12月

九州支社移転

2015 年 4月

富津火力発電所現場事務所開設

2015 年 11月

大分支店移転

2016 年 7月

プロジェクト完了に伴いジャカルタ事務所を閉鎖

2016 年 12月

宇部事務所閉鎖

2017 年 4月

組織変更に伴い下記変更を実施。
倉敷事務所を社長直轄の西日本支社に変更
西日本支店を福山連絡事務所、姫路事業所を姫路連絡事務所に変更

2018 年 4月

北九州事務所を北九州連絡事務所、大分支店を大分連絡事務所に変更
君津支店・知多支店を連絡事務所に変更、
九州支社を九州支店に変更、山口支店を廃止

西日本支社及び姫路事務所を移転、倉敷連絡事務所設置
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Network

拠点一覧

本社
〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル26階

TEL：03-6218-3000

国内支社・支店
北 海 道 支 社 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西4-1 札幌三井JPビル19階

TEL：011-213-3121（三井物産北海道支社内）

東

TEL：022-264-5102（三井物産東北支社内）

北

支

社 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1 電力ビル本館4階

君 津 連 絡 事 務 所 〒292-0835 千葉県木更津市築地1-1 東日本製鐵所君津地区ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ3階
中

部

支

社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-8-18名古屋三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ北館19階

TEL：052-584-2343

知 多 連 絡 事 務 所 〒477-0031 愛知県東海市大田町下浜田133-3ニッチェル大田川1階

TEL：0562-57-3210

関

TEL：06-6226-3665（三井物産関西支社内）

西

支

社 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-33 大阪三井物産ビル22階

倉 敷 連 絡 事 務 所 〒710-0253 岡山県倉敷市新倉敷駅前4-52-1 新倉敷駅前ビル2階

TEL：086-522-8088

姫 路 連 絡 事 務 所 〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町140番新姫路ビル2階

TEL：079-286-5333

福 山 連 絡 事 務 所 〒720-0065 広島県福山市東桜町1番21号 エストパルク6階

TEL： 084-999-6191

西 日 本 支 社 〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町1-2-22 広島トランヴェールビルディング14階
四

国

支

店 〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番７号 いちご高松ビル５階

九

州

支

店 〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館9階

TEL：092-271-8176（三井物産九州支社内）

大 分 連 絡 事 務 所 〒870-0913 大分県大分市松原町3-1-11 大分鉄鋼ビル5階

TEL：097-547-8250

北九州連絡事務所 〒804-0001 福岡県北九州市戸畑区飛幡町2-2 飛幡ビル2階

TEL：093-882-2602

その他事務所
柏崎刈羽原子力発電所構内事務所

〒945-0016 新潟県柏崎市青山町3-1

TEL：0257-45-5586

福

〒979-0606 福島県双葉郡楢葉町大字上繁岡字山根54-1

TEL：0240-23-7588

女川原子力発電所構内事務所

〒986-2221 宮城県牡鹿郡女川町塚浜字前田1 女川原子力保修センター内

TEL：0225-53-4010

東通原子力発電所構内事務所

〒039-4293 青森県下北郡東通村大字白糠字前坂下34-4 東芝東通事務所内

TEL：0175-45-5577

富 津 火 力 発 電 所 構 内 事 務 所

〒293-0011 千葉県富津市新富25

島

事

務

所
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