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「災害に強いくにづくりに良い品を」



２００9年に当社が納入した、全高12ｍ車道
照明灯を始めとした景観整備事業向け製品
です。鋳鉄による重厚で力強い姿は当社経営
理念「災害に強いくにづくりに良い品を」を体現
しています。

「東京都 行幸通り 車道照明灯」



安全、安心、快適なまちづくりに向けて

ヨシモトポールは昭和36年にコンクリートポールメーカー

として誕生し、現在ではスチールポールを主力製品として

おります。事業領域は電力、鉄道、通信、照明、標識、信

号、スポーツ関連施設など幅広い社会インフラに及んで

います。また、当社はものづくりのみならず工事・メンテナ

ンスや長寿命化技術の開発など、グループ企業と連携

し、様々なソリューションを展開しています。

今日の世界経済・社会は不確実な時代背景にあり、企業

には“SDGs（持続可能な開発目標）”に対する取組みと

ともに、“ESG経営（環境・社会・企業統治）”が強く求め

られております。更に、近年大型災害に見舞われている

わが国では国民生活を守る「国土強靭化」が特に重要な

政策となりました。これを受け、ヨシモトポールでは、令和

元年より『災害に強いくにづくりに良い品を』を経営理念

3



に掲げました。この理念には、ものづくりの根底である

安全、安心、快適を絶えず追求するという決意が込められて

おります。

ヨシモトポールはグループ各社とともに「団結開拓」の

創業精神のもと、まちづくりのパートナーとして新たな

価値を生み出してまいります。皆様には今後ともより一層

のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役副社長  上椙 隆代表取締役社長  石原 晴久
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会社概要

基本情報 商号

設立年月日

本社所在地

名誉会長

代表取締役社長

代表取締役副社長

事業内容

資本金

決算期

政府登録

製造拠点

協販店

グループ会社

ヨシモトポール株式会社

1961（昭和36）年12月5日

〒100‐0006  東京都千代田区有楽町1‐10‐1  有楽町ビル7F

TEL  03‐3214‐1551    FAX  03‐3287‐0796

www.ypole.co.jp

由井 克巳

石原 晴久

上椙 隆

各種スチールポールの製造・販売

コンクリート製品の製造・販売

ポールに関連する付帯工事

3億円

3月31日

特定建設業登録 （建築、土木、大工、鋼構造物、塗装）

一般建設業登録 （とび・土工、電気）

群馬工場  滋賀工場

YSポール株式会社

札幌営業所  東北支店  北関東支店  新潟支店  信越支店

北陸営業所  名古屋支店  大阪支店  中国支店  九州支店

YSポール株式会社

ヨシモトエンジニアリング株式会社

ワイケースチール株式会社

シングン物流株式会社

ヨシモトアグリ株式会社

YSポール東北支店

YSポール大阪支店

ヨシモトポール本社（東京）

YSポール名古屋支店

YSポール札幌営業所

滋賀工場

YSポール信越支店
YSポール北陸営業所

YSポール九州支店
YSポール中国支店

群馬工場 ／ YSポール北関東支店
YSポール新潟支店
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「災害に強いくにづくりに良い品を」経営理念

「災害に強いくにづくりに良い品を｣を創合技術で実現します

社会の課題解決を実現するため、エンジニアリング力で応えます

技術提案力を高めるため、グループ創合力とパートナーシップを強化します

次の100年を支えるインフラ構築のため、イノベーション力を磨き続けます

経営基盤を強化し、企業価値を高めます

ESG経営を通じてブランド力を高めます

財務基盤の更なる強化を目指します

「効率化｣を推進し、生産性を向上します

一人ひとりが活躍できる、夢のある企業になります

一人ひとりのワークライフバランスの充実を目指します

教育を重視し、一人ひとりの成長を支援します

一人ひとりの個性を尊重し､主体性を持ったプロフェッショナル集団を目指します

仕事は創意を     行動は迅速を     職場はチームワークを行動指針

中期経営計画 ヨシモトポールは次の100年を支えるインフラ構築をテーマ

に中期経営計画「ＹＰ ＶＩＳＩＯＮ 2025」の目標を掲げ、企業

活動に取り組んでいます。
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群馬工場 群馬工場は、ヨシモトポールの「東の製造拠点」

かつ主要工場として、ポールを中心とした

各種製品の設計から資材調達、鋼材加工、

表面処理、納品まで一貫した品質保証システム

により、製品を提供いたします。幅広い製品

分野における長年の経験と技術を活かし、

量産品はもとより、一品一様の受注にも柔軟

に対応いたします。

所在地

敷地面積

工場建屋

鋼管加工能力

塗装能力

許可認定

〒375-0015 群馬県藤岡市中栗須508

TEL 0274-23-2311   FAX 0274-24-0383

98,800㎡

30,350㎡

15,000ｔ／年

65,000本

IS09001：2015（審査登録証JP09／061663）

IS014001：2015（審査登録証JP05／070015）

地図アプリ

製造拠点
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滋賀工場

所在地

敷地面積

工場建屋

鋼管加工能力

塗装能力

許可認定

〒527-0212 滋賀県東近江市永源寺高野町西ノ脇1570-1

TEL 0748-27-1300　FAX 0748-27-1365

23,500㎡

4,600㎡

39,500本／年

10,000本／年（溶剤）

IS09001：2015（審査登録証JP09/061663）

滋賀工場は、ヨシモトポールの「西の製造

拠点」として、CATV柱（有線テレビ用）及び

交通信号柱の製造を主として資材調達から

納品まで一貫した品質保証システムにより、

製品を提供いたします。コンパクトながら設備

は充実しており、少数精鋭のスタッフが機動

力を活かして、量産品から一品一様の受注

にも柔軟に対応いたします。

地図アプリ
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配電柱

電力会社向け配電柱に当社製品が採用
されています。当社技術「スリップジョイン
ト」でコンクリート柱と鋼管柱を接合し、運
搬性と施工性が向上しています。

写真   群馬県 伊勢崎市

電力・鉄道 電力会社、鉄道会社向けに安全・安心の品質で
ポール製品を製造販売しています。

コンクリートと鋼管のスリップジョイント接合部

事業紹介
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電車線柱

鉄道会社向けの電車線柱に当社技術
スリップジョイントが採用されています。

写真   北陸新幹線 糸魚川駅周辺

鉄道信号機柱

鉄道会社向けの信号機柱に当社技術が
採用されています。狭い軌道空間に対応
する「長円鋼管」が特長です。

写真   京浜東北線 蕨駅周辺
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地方自治体で整備される防災行政無線
用のポールとして、当社製品「エースマス
ト」を全国に納入しています。

防災行政無線柱
「エースマスト」

写真   神奈川県 横浜市

プレス成形によるエースマストの接合部

通信 防災無線から5Ｇアンテナまで、通信の用途に合わせた
各種ポール製品を製造販売しています。

事業紹介

11



5Ｇアンテナ･ＩＣＴ関連
「スマートポール」

５G通信等のＩＣＴ整備に向けて通信事
業者・地方自治体に設計協力し、多様な
コンテンツ表現にも対応可能な通信用
ポール製品を開発しています。

写真   東京都 新宿区

監視カメラ柱

官公庁や自治体、民間企業に各種監視
カメラ柱を納入しています。災害・犯罪対
策や震災復興等で数多くの実績を重ね
ています。

写真   宮城県 岩沼市
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防球ネット柱
「ジョイマスト」

写真   千葉県 船橋市

ジョイマストのスリップジョイント接合部

スポーツ環境

全国の学校グラウンド・スポーツ施設等
に防球ネット柱製品「ジョイマスト」を納入
しています。

当社技術「スリップジョイント」を活用した
防球ネット柱製品を製造販売しています。

事業紹介
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警察・地方自治体・官公庁向けに門型標
識柱・規制標識柱・情報板柱等の製品を
数多く納入しています。

道路交通

標識柱

写真   東京都 墨田区

警視庁を初めとして、全国の警察向けに
信号柱・感知器柱を多数納入しています。

交通信号柱

写真   東京都 千代田区

標識柱・信号柱を警察･自治体・官公庁などの
お客様に製造販売しています。

事業紹介
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景観整備事業向け製品

地域の景観整備計画に基づいた特注ポー
ルを製造販売し、照明灯や車止めを始め
として、案内サインなども取扱っています。

写真   群馬県 高崎市

景観対応デザイン 駅前広場、シンボルロード等に向けて
デザイン性が高い製品を製造販売しています。

鋳鉄製フットライトと鋼管の
スリップジョイント接合

事業紹介
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ストリートファニチャー

防護柵・シェルター・ベンチなどのスト
リートファニチャーを、設計者の要望にき
め細かに応えて製作しています。

写真   神奈川県 横浜市

標準デザイン製品
「パブリックファニチャーシリーズ」

パブリックファニチャーシリーズは、ヨシモ
トポールが30年間以上景観事業を手が
け、試行錯誤を繰り返す中で培った設計
技術を基に開発に着手した、ストリート
ファニチャーの標準品シリーズです。

写真   愛知県 名古屋市
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技術開発

「スリップジョイント」は、プレス加工により鋼管
端部を拡管・縮管加工することで接合部を成形
し、下柱に上柱を挿入し、ハンマー等で打設して
規定の接合長まで押し込むことで摩擦接合する
接合方式です。

管端部の拡縮管加工技術を
用いた接合 「スリップジョイント」

プレス加工により鋼管内側に鋼板を折り込むこと
で、断面欠損部を補強し強度不足を解消できる、
溶接レス・一体構造の鋼管開口部「トツレス」を
開発しています。

プレス加工による
鋼管開口部 「トツレス」

当社のモノづくりの中で培われてきた
技術開発をご紹介いたします。

摩擦圧接は、接合する金属を高速で擦り合わせ、
その時に生じる摩擦熱によって部材を軟化
させると同時に圧力を加えて原子同士を拡散
させて接合する技術です。ヨシモトポールは金属
加工における次世代のイノベーションとして
摩擦圧接を提案いたします。

摩擦圧接技術による
次世代のイノベーション
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「Nベース」は、鋳鉄の造形性を活用してアンカー
ボルトの腐食点検を容易にし、疲労強度を向上
した柱脚部です。

「Nベース」

単一の素材では表現しきれない高級感や独創
性・地域性や文化などを表現する製品を複合
素材の活用で製作しています。

複合素材応用技術

長円鋼管は、水平力に対して強い構造であり、また、
円形断面に比べ見付幅が小さくなり、風荷重を
軽減できます。

プレス加工による
長円鋼管

表面処理技術

「YCK工法」は、CFRTPシートをポールが腐食
等で劣化している箇所に巻きつけ接着する補強
工法です。

「YCK工法」（※）

フッ素樹脂をベースとした超耐候性塗装や、落雪
促進・貼り紙防止・遮熱効果などの機能を付加
した塗装技術を開発しています。

写真  落雪促進塗装「ノンスノー」の踏切警標への使用例

（※） ヨシモトエンジニアリング株式会社取扱製品
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社員一人ひとりが会社と共に成長する「共育」の

考え方に基づき、人財育成を実践しています。

「共育研修委員会」では、その時々の情勢・課題

やキャリア・職責に応じたプログラムを企画

策定し、各種研修を実施しています。

人財育成

「共育」への取り組み

1   社内研修
2   鉄道インフラの海外視察研修
3   養豚プラント視察研修（ヨシモトアグリ）
4   教育研修センター
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社会貢献

経営と事業を通じて、主には6つのSDGs目標

の達成に向けたアクションを起こし、地球環境と

世界平和に貢献できるよう尽力します。

ＳＤＧｓへの取組み

環境対策の一環として、製造時に摩擦圧接やプ

レス加工を積極的に活用し、溶接を削減して余

分な熱源やCO2を発生させない脱炭素化のも

のづくりを実践しています。

脱炭素化のものづくり

群馬工場では群馬県藤岡市内の中学校に向け

た地域貢献として、平成14年から「中学校マ

ナー教育」を開催しています。現在では藤岡市

内中学校の年間行事として定着しています。

中学校マナー教育

写真：摩擦熱のみで鋼材を接合する摩擦圧接接合
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ヨシモトポールグループは、さまざまな分野に分社化し、その

活動領域を拡げています。私達は「心躍る挑戦を、ともに。」

をスローガンに、互いの企業力を連携させた“創合力”で新

しい価値の創造に挑戦してまいります。

21



ヨシモトポール株式会社

YSポール株式会社

ヨシモトエンジニアリング株式会社

シングン物流株式会社

ワイケースチール株式会社

ヨシモトアグリ株式会社

ヨシモトポールグループ 各種スチールポールの製造・販売

照明用ポール等の製造・販売、及びヨシモトポール㈱協販店

防球ネット工事・各種建柱工事　一級建築士事務所

貨物自動車運送及び倉庫管理

各種鋼材及び鋳物の加工・販売

農業施設関連機器の製造・販売、及び施設の設計・施工
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