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産業資材の
総合商社

Heart to Heart
株式会社マルサンは、
人と人との心の繋がりを大切にしています。
溶材や工具の提供で産声を上げたマルサンは、
創業以来、80年以上の長きにわたり
「サービス」にこだわって営業を続けてきました。
その基本となる姿勢は
「Heart to Heart」です。
長年培ってきた奉仕の精神を持って、
今後もサービスの品質向上、
お客様に寄り添う関係づくりに全力を傾け、
心から信頼いただけるような
ビジネスパートナーを目指してまいります。
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株式会社マルサンは、
お客様にベストマッチを提案する
産業資材の総合商社です。
マルサンの歴史は
「サービス」の歴史です。
何でも揃っていてすぐにお届けする―
難しい問い合わせにもすぐにお応えする―
その便利さや素早い対応の中に
マルサンのサービスの原点があります。
「多種多彩な商品アイテム」
「スピーディーなデリバリー体制」
「お客様第一主義の提案型営業」
これら3つをもってマルサンのサービスとし、
お客様との信頼関係を築いてまいりました。
産業資材の総合商社として
日本の「ものづくり」
を支えてきた誇りを胸に、
これからもお客様のさらなる発展のために、
ニーズに合った商品や
技術情報を提供してまいります。

多種多彩な
商品アイテム

スピーディーな
デリバリー体制

お客様第一主義の
提案型営業

取扱品目の
詳しい情報は
こちら
▲

アイテム数10,000種以上。
それは信頼の証。

ものづくりに関わるお客様の多様なニーズに応えてきた結果、常時在庫アイテム数は10,000
種以上、取り扱ってきたアイテムは数百万種となりました。社会のめまぐるしい変化、産業の進展
とともに、マルサンの取り扱う商材はさらに広がり続けています。社会情勢や各業界の技術情
報、原材料の市場動向を捉えながら、常にどんな技術やアイテムが必要とされるかを見極め、お
客様の「ほしい」
を叶える会社を目指しています。

取扱
品目
高圧ガス・溶接器材関連

VARIETY

セパレートガス ●工業用ＬＰガス ●混合ガス ●特殊ガス ●レーザー加工機
産業用ガス機器 ●溶接棒 溶接材料 ●溶接ロボット ●保安 保護具

●

●

溶接機器

●

多種多彩な
商品アイテム
機械・工具関連

鋼材・ボルト・ねじ関連

産業用工作機械 作業工具 電動工具
油圧 空圧工具 ●測定計測用具 ●複合機
●電子機器 ● 化学製品 ● 切断、
研削研磨用品
●物流保管用品 ●オフィス 住設用品 ●メカ
トロ部品

荷役運搬機器 モートル エンジン
油圧 空圧 制御機器 ●ポンプ 送配風機
●バルブ コック 継手
● LED ● 給水栓

●

●

●

配管材料・ゴム・樹脂関連

土木・建築機材関連

農事用資材関連

●
●
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設備機器関連
●

●

●

工業用ゴム 樹脂製品
塩ビパイプ 継手 タンク

●

●

仮設足場部材 ネット シート 安全用品
工事照明用品 ●レンタル リース ●梱包用品

●
●

●

●

鋼板 型鋼 ●鋼管
ステンレス鋼 ●その他の鋼材
●ボル
ト・ねじ関連・建築金物
●

ホース ●ベルト ●ゴムロール
かんがい用品 ●金具類

●

ポンプ

●

●
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必要なものを、必要な量だけ、必要な時に。
ジャストインタイムのデリバリー体制。
マルサンは商品提供に求められる重要課題を
「迅速化の徹底」
とし、サービスの質を向上させる
一環としてデリバリー体制の充実を図っています。
「その日のものはその日のうちに」
をモットーに
細分化・効率化された安全で遅滞のない物流網により、急なお客様のご依頼にも確実にお応
えします。生産現場を動かす皆様の力になるためには、デリバリー体制の充実こそが信頼関係を
築く要であると考え、
マルサンの看板を背負って迅速に確実に商品をお届けしています。

マルサンの物流システム
在庫管理

常時在庫10,000種以上

在庫を適切に管理することは、デリバリー体制の充実に大きく
関わってきます。
マルサンでは、物流管理システムに一元化され
た在庫管理システムによって一括管理しています。統括管理者
がシステムを管理する一方、倉庫内で商品ジャンル毎の在庫
管理者を配置することで、適正数量の維持や在庫切れの防止
を直接管理しています。
また、倉庫内を毎日清掃することで商品
の品質維持とピッキング時の安全性の確保を図っています。

配送管理

自社トラック20台以上

「営業」
「管理」
「配送」
の完全分業化を採用し、
自社配送だからこそ
可能となる迅速な物流体制を構築しています。
さらに一般商品と高
圧ガスの２部門に配送センターを分けることで、
「今すぐほしい」
とい
う声にも確実にお応えします。
また、徹底した配送員教育によって、
ピッキング能力、運転能力、交通マナーの向上を図り、安全確実に
商品をお届けできる体制を整えています。
さらには、救命救急や交
通ルール順守等、地域の安全に貢献する教育も行っています。

SPEED
スピーディーな
デリバリー体制

受発注管理
在庫管理システムのマスタデータの蓄積と分析により、品種、
数量、時節等を最適化することで、安定供給を実現しています。
在庫以外の都度仕入品についても、複数の仕入先ルートの確
保、
メーカー在庫状況の把握により、
スピーディーな仕入体制を
構築しています。物流管理システムと連携させた受発注業務の
システム化により、仕入先との受発注や納期回答を迅速に行う
ことができます。
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お客様の「100％以上の満足」
を求めて、
ベストマッチ、ベストアンサーを提供 。
地域密着型商社としてお客様に長年寄り添ってきたマルサンだからこそできるきめ細かなサービス。
幅広い産業を支えてきた中で培われたノウハウや経験、
ネットワーク、情報収集力を活かした提案
型営業。
自社で企画・加工・製作・配送を一貫して行える柔軟で迅速な対応力。
マルサンは、
これら
の強みを活かし、常にお客様の
「100％以上の満足」
を求めて、見えないニーズを掘り起こし、ベスト
アンサーを提供します。
お客様の要望に沿った最適な商品を提供するのはもちろん、物だけでなく、
業界の動向や先端技術などの最新の情報、新たな付加価値を生み出す提案をお届けします。

マルサンの提案ビジネス
時流に沿った提案力
取り巻く環境が激変している中、
お客様の抱える問題（IOT・生産
性向上・環境改善など）
も多様化しています。
マルサンはビジネス
パートナーとして、
お客様の業界動向や最新の技術情報を捉え、
常に最良の提案をしていかなければなりません。永い年月を掛けて
地域の経済を下支えしてきたマルサンだからこそ培うことのできた
ノウハウや経験、
ネットワークを駆使して、社会や時代の要請に対
応した新たな付加価値を生み出す提案をさせていただきます。

三位一体 パートナーシップ「絆」
総合商社としてのマルサンが果たすべき使命は、
メーカー・仕入先
様との協力関係とお客様との深い信頼を築き、三位一体の強い
「絆」
を結ぶことであると考えています。営業一人一人が、仕入先

CUSTOMER
FIRST

お客様第一主義の
提案型営業

様の思いが込められた商品をお客様の思いに繋げるという使命を
持って、関わる全てに利益が生まれるそんな営業活動を行ってきま
した。
マルサンは創業から築き上げてきた
「絆」
を大切に、両者の良
きビジネスパートナーとしてともに歩むことを目指しています。

飽くなきサービスへのこだわり
マルサンは、
お客様と顔を合わせ、
お客様の視点で考え、
お客様
が何を必要としているかを問い続け、
ニーズにきめ細かく対応して
まいりました。
「マルサンに頼めば何でも揃う」
「どんな相談にも乗っ
てくれるし答えを出してくれる」
と言っていただける点が、築き上げ
てきた信頼であり、
それこそが常にお客様目線で長年寄り添ってき
たマルサンだからこそできる
「サービス」
です。
これからも、営業を筆
頭に配送部門、管理部門が一体となり、全力でサービスの品質
向上と信頼関係の構築に取り組んでいきます。
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マルサン
製作加工
センター
Production
Processing Center

ファイバーレーザー
6kw/4kw
（三菱電機）
◆スペック
最大寸法：1460×3000
最大板厚：SS〜25t・SUS〜12t

型鋼複合機
DB3C5030（ DAITO）

型鋼複合機
453DDB
（FICEP）

◆スペック
最大寸法：H500×300 切断＋ドリル孔＋長孔
マーキング・インクジェット文字
別機スケーラーで摩擦面処理も可能

◆スペック
最大寸法：H400×400 切断＋ドリル孔＋長孔
マーキング・インクジェット文字・切り欠き
外開先（35度）
・角度切（最大60度まで）

HVレーザー
（三菱電機）
◆スペック
丸パイプ：200A×2500Lまで
角パイプ：150×150×2500Lまで
最大板厚：SS〜16t・SUS〜4t

ビス一本からビルの柱、H鋼材まで、
あらゆる加工品のニーズにお応えします。
加工内容
・製缶／溶接
・2次元／3次元レーザー加工
・型鋼1次加工、
ステンレス加工
・機械加工
・金属溶射

所有設備
・シャーリングマシン
・プレス加工機
・マルチワーカー
・溶接機 ・溶接ロボット
・旋盤 ・パイプねじ切り機
・バンドソー ・複合機
・ファイバーレーザー加工機
・3次元レーザー加工機
・3DCAD ・クレーン
・フライス

12 MARUSAN

マルサンの製作加工センターは、
あらゆる機械や部品の製作、加工を通じて
幅広い産業界をサポートしています。
製作ロット数や加工規模の大小に関わらず、
お客様のご要望を満たすことはもちろん、
機器の細かな修理やメンテナンスにも迅速に対応。
お客様のビジネスを強力にバックアップしています。
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産業ガス 販売

ガス供給設備 設置工事

鉄 鋼 、自動 車 、機 械 、造 船 、電 機 、半 導

研 究 所などでの高 純 度ガス供 給 設 備 配

体、食品、化学、
サービスなど、
さまざまな分

管、食品工場などでのサニタリー配管、大

野で使用されている産業用ガスを販売し

量にガスを消 費する工 場などでのガス供

ています。

給設備配管など。専門知識を持ったスタッ
フが提案します。

センターでは、安定した品質とサービスを
追求することでお客様より高く評価いた
だける部署を目指します。
シリンダー容器
からローリーまで、お客様のご使用状況
にあった供給方法を提案します。

ISO9001 取得
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さまざまな分野で使用される

Oxygen Center

技能講習保有者数８４人（延べ）。
サンソ

産 業用ガスを貯蔵・販売しています︒

マルサン
サンソ
センター

国家検定資格保有者数３７人（延べ）、

充 填

保守保安・容器再検査

酸素、窒素、アルゴン、炭酸、混合ガス、高

高圧ガスは大変危険なものですので供給

圧空気などを充填しています。通常のシリ

設備や容器、バルブについても定期的な

ンダー
（ボンベ）のほか、大量にガスを必要

検査が義務付けられています。
シリンダーか

とするお客様用にカードル、
ＬＧＣも用意し

ら大型のＣＥやストレージタンクまで、
さまざ

ています。

まな高圧ガス設備の安全を守ります。

食品添加物用
アルゴンガスの
販売を開始しました。
2019年6月、
日本でもアルゴンガスを
食品に利用できるようになりました。
マ
ルサンは以前から炭酸ガス、窒素ガス
の食品添加物製造許可を取得し販
売してまいりましたが、2020年7月に
アルゴンガスの許可も取得し販売可
能となりました。アルゴンガスは不活
性ガスで窒素ガスより重く、ガスシー
ル性（酸化防止）に優れています。海
外ではワインの貯蔵に使われているこ

アルゴン
ガスの重さ

1.38
1

0.967

空気

窒素

空気より重く、
シール性（酸化防止）
に優れる

とがよく知られています。今後は、
さま
ざまな用途を模索しながらお客様に提
案してまいります。

アルゴン
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社長
メッセージ
TOP MESSAGE

当社は昭和16年の丸三商店創業以来、80年間に渡り主
に新潟県内の地場産業のお客様にご愛顧をいただいてまいり
ました。
この間、生産技術は大きく進歩し、必要とされる製品や資材
も多種多様に様変わりしてきましたが、当社はお客様に寄り添
い深い信頼関係を築くことで、
ノウハウや経験、ネットワークを
培ってきました。
そして、
それらを駆使して、常に最新のニーズを
つかみ、時代の変化に対応しています。現在では
「マルサンなら
ほしいものがすべてある」
という声を数多くいただいています。
ネット販売等が台頭し、IOT、AI、5Gなどと技術革新が急激
に進む近年は、お客さまが求める
「もの」
をスピーディーにお届け
するというだけでは差別化が困難な時代となっています。
そこで
当社では、
「 商品の多彩さ」
「 迅速な対応」
「 人と人とのつなが
り」
を大切にしたサービスに徹しながら、
「もの」
だけではなく
「情
報」
「 提案」
を提供できる付加価値の高い総合商社への転換を
推進しています。
さらに、お客様自身がまだ気づいていない課題
やニーズを掘り起こし、課 題 解 決のために必 要な「ベストマッ
チ」
「 ベストアンサー」
をこちらからご提案するよう努めています。
私たちマルサンはこうした急激な技術革新に対応していかな
ければなりません。当社がお客様に提供する商品や提案も、
よ
り広範なジャンルに渡り、複雑で高度なものとなっていくでしょ

産業資材の提案型総合商社として、

う。
これからも、常に自己研鑽に励み、時代を先取りした情報収

新時代を迎えた
「ものづくり」に貢献します。

決の「ベストパートナー」
となれるように努めてまいります。

集に努め、お客様のお役に立つ提案をしていくことで、課題解

代表取締役社長
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田村

圭
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昭和30年頃の酸素調整器
旧 社 名 丸 三 商 店ブランドで製 作されたも
の。
ずっしりと重い真鍮製。無骨な見かけで
すが確かな品質で多くのお客様に愛用さ
れていました。頼り甲斐のある品質。
それは
マルサンの目指す企業像の象徴です。

沿

革

昭和 16年

会社概要
Company profile

●創

業 ： 1941年8月

●設

立 ： 1948年5月

23年

5月 法人に改組し新潟市西堀に株式会社丸三商店を設立いたしました。
販路は新潟県一円に浸透し、取扱品目も溶接器材全般、機械工具、工業用ゴム製品、
鋼材等広範囲に亘ってまいりました。
長岡市に営業所を設けました。

●資

本

金 ： 4600万円

34年

●売

上

高 ： 45億（2020年9月期）

46年 11月 新潟市松浜町に東支社および酸素ガス充填所外が完成移転しました。

●代

表

者 ： 代表取締役社長

田村

42年 11月 新潟市上所に本社工場を移転しました。

圭

● 従 業 員 数 ： 109名（男性92名、女性17名）
●設

立 ： 溶材卸売業

● 事 業 内 容 ： 溶接器材販売、機械工具販売、
高圧ガス充填・製造・販売、
製缶・配管及び機械加工、
溶接機レンタル・リース等 卸売業
● 主要取扱品目 ： 溶接材料、機械器具・工具、
ボルト・ねじ、
ガス関連器具、溶断機器、
配管材料、鋼材、安全衛生器具、
環境整備機器、産業ロボット、
高圧ガス、高圧ガス容器、バルブ、
工業用ゴム製品 等

48年

6月 長岡営業所を長岡市蓮潟に移転新築しました。

49年

６００万円となりました。
7月 増資に依り新資本金は４，

51年

9月 新潟市松浜町に高圧ガス容器検査所が完成しました。

55年

2月 柏崎出張所を開設しました。

56年

6月 佐渡出張所を開設しました。

59年 11月 新潟市松浜町にスチールセンターが新築落成しました。

鋼材販売、
ステンレス材料販売、
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8月 神戸市中央区にて創業いたしました。

平成

62年

4月 本社工場を増築しました。

63年

8月 新潟市松浜町に窒素ガス充填所が完成しました。

2年

8月 創業５０周年。

4年

2月 社名を株式会社マルサンに改めました。

5年 12月 新潟市松浜町に液化炭酸ガス充填所が完成しました。
8年

5月 新潟市島見町（ハイテクポート）に新社屋が完成し、本社と東支社を統合して移転を完了しました。

8年

9月 会社創立５０周年の祝賀会を挙行しました。

9年

1月 アルゴンガス充填所が完成しました。
柏崎出張所を閉鎖しました。

10年 12月 青森出張所を開設しました。
19年

9月 サンソセンターにてＩＳＯ９００１を取得しました。

22年 11月 高圧ガス製造所として新潟県県知事表彰を受賞しました。

経営理念

25年 10月 高圧ガス保安協会会長表彰 優良製造所を受賞しました。

時流開眼 創意工夫 誠実奉仕 信用構築

30年〜

27年

5月 子育てサポート企業認定 くるみんマークを取得しました。
型鋼加工複合機やファイバーレーザー加工機等の最先端加工設備の導入を進めました。
大量受注、短納期を実現し、質の高い一次加工分野の拡大を軸とした事業拡大に取り組んでまいります。
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