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世紀を越えて

代表取締役

赤尾　隆

赤尾は、一世紀を越える長きにわたり、全国の消防機関のあらゆるニーズに応え、

消防防災機器商社として信頼を勝ち得てきました。

培った商品開発能力とそこから生み出される製品は、

日夜を問わず社会の安全のために働く消防隊員の方々に

高い評価をいただいております。

それは、社会にさらなる「安全」と「安心」を提供することでもあります。

危機管理の重要性がクローズアップされている現在、

赤尾は、社会の要請に応えるため誇りをもって社業に臨んでいます。

赤尾は、初代赤尾保が明治30年（1897年）に創業して以来
今日に至るまで、消防防災機器商社として着実に成長を続けてきました。
「社会の安全・安心への貢献」が私たちの使命です。
現状に満足することなく、今後150年さらには200年続く
業界のリーディングカンパニーとして、まじめに誠実に
より良い商品の開発・提供に努めてまいります。

消防機器事業

赤尾の事業領域

消防服装事業 産業資材事業
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消防ホース 油圧救助用器具 消防車両

災害時、極限状態で使用される機器には絶対の信頼と確実な作動が要求されます。赤尾の消防防災機器は
幾多の一刻を争う災害現場でその性能を発揮し、災害の第一線で戦う消防隊員を確実にサポートしています。
また、救命救助機器は、わずかなミスも許されない極限状態での使用に的確に応え、多くの命を救ってきました。
そこには赤尾のたゆまぬ努力に裏付けられた誇りと、社会的使命が確かに存在しています。

赤尾では消防、救助、救護に関わるあらゆる分野の
商品をカバーし、あらゆる状況に対応しています。
その商品群は消防ホースをはじめ、放水器具、消火
栓、消防車の艤装・積載用品、救助器具、救急用
品、避難器具など消防・救助・救急必需品を網羅
し、さらに非常時用食料や飲料水も扱い、2000種以
上と多彩。昼夜を問わず活躍する消防機関の消
防、救助、救急作業を確かな技術と豊富な商品構
成で確実にサポートし、業界随一を誇っています。特
に消防ホースは、明治36年に消防用麻ホースの国
産化にはじめて成功して以来、多くのシェアを占める

主力商品であり、主要都市の消防庁、消防局へ
直接納入しているだけではなく、代理店を通して
全国の消防本部へも納めています。
また、レスキュー隊員の使用する救命・救助器具は、
より高性能で確実な作動が要求されるため、世界最
高峰の救助機器メーカー、オランダ・ホルマトロ社と
提携し、スプレッダーやカッターなどを輸入し提供して
います。緊急を要する災害現場での人命救助にそ
の性能は高い評価を得ています。
また、消防車両の製造・販売にも進出し、数々の納
入実績を上げています。

消防服には、消防士の命を守るために、その現場状
況に合わせた特別な機能と信頼性が要求されます。
赤尾では、広島県の福山事業所を拠点として、全国
の協力縫製会社と緊密な連携による、防火外套、耐
熱服、作業服、救助服、はっぴ、制服の企画・製造を
通して消防士の活動をサポートしています。
また、赤尾グループの縫製会社として設立したエー
スアパレルおよびダイセン縫製では生産ラインに一貫

システムを導入。CADによる型紙製作に加えて最新
の縫製機械によって工程の半自動化を実現、迅速
な少量多品種生産でニーズに応えています。
なかでも帝人と共同開発した防火外套「エミユファイ
ター®」は、耐火性能と人間工学に基づく高い運動
性能が全国の消防機関に認められ、消防士が着用
する防火外套としてはトップクラスのシェアを誇って
います。

エミユファイター®
救急服

エミユファイター®
消防団員用活動服

エミユファイター®
活動服

エミユファイター®
防火衣

エミユファイター®
防火服

エミユファイター®
救助服

ひとたび火災が起きると自らの危険を顧みず消火、救助活動に命懸けで挑む消防士達。
彼等の命を守るための様 な々装備の中でも、炎から身を守るために、最も大切なものが消防服です。
活動しやすく、それでいて猛火から消防士を守るといった相反する機能を高次元で融合させなければなりません。
赤尾は長年の経験に加え、アグレッシブな創造性と開発力で高機能に挑戦し、消防士を守り続けています。

Fire-fighting Equipment Division 消防機器事業 Fire-fighting Clothes Division消防服装事業

消 防 士 を 守 る消 防 機 器 の 要
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会 社 概 要

社　名
創　業
設　立
資本金
売上高
代表者
従業員

株式会社　赤尾
明治30年
大正10年
5,000万円
108億円（令和元年5月決算）
赤尾　隆
130名

ケブラー®繊維編手袋

企業・作業従事者の方 に々とって、労働災害の防止は非常に重要視されており、赤尾は、生産現場での安全を
願って、常に現場のニーズに合った保護具、防護材を提案し供給して参りました。
アメリカ・デュポン社により開発された高強度と耐熱性を兼ね備えた新素材「ケブラー®」を使用した手袋、安全
作業服、エプロン、腕カバーをはじめとする防護具は自動車、製鉄、ガラス等の産業界で使われ、作業者の安全
確保に活躍しています。
また、耐熱繊維を用いて縫製した各種
シートは、産業ロボットによる溶接スパッ
ターなどの火花から製品や製造機器、
生産ラインを保護するもので、多くの業
界の生産現場で採用され、高い評価を
得ています。

Industrial Material Division 産業資材事業

労 働 災 害 の 防 止

5 6

最 新 技 術 開 発
予測不能のあらゆる事態に即応していくために、赤尾はあらゆる分野に
アンテナを伸ばし、消防防災用品の開発、改良を続けています。
そこで培われた「安全」と「安心」という理念に裏付けられた知識や技術
を、消防業界だけではなく、産業界にも広め、既存の枠に囚われない製
品の開発を通して、さらなる飛躍を目指しています。

明治30年

明治36年

大正  3年

大正10年

 

昭和  6年

昭和27年

昭和37年

昭和39年

昭和45年

昭和54年

昭和58年

昭和63年

平成  2年

平成  4年

平成  7年

平成  9年

平成15年

平成16年

平成21年

平成22年

平成28年

平成29年

初代赤尾保、大阪市で創業

消防用麻ホースの国産化に日本で初めて成功

東京支店開設

消防用ホースおよび関連事業を拡充

法人組織に改組

株式会社赤尾保商店設立

福岡市、名古屋市に出張所開設

芦森工業株式会社と業務提携

消防用ジェットホースを発売

消防服装の縫製販売部門を強化

帝人株式会社と業務提携

消防服の量産、量販体制を整備

株式会社赤尾に社名変更

縫製センター開設

消防服などの生産集中化と集中管理体制を確立

帝人株式会社と共同開発で、防火衣「エミユファイター®」を発売

アメリカ・デュポン社と提携し、「ケブラー®」保護具を発売

産業資材事業本部を新設し産業安全保護具、

産業資材分野に事業拡大

オランダ・ホルマトロ社と提携し、救助機材を日本国内で発売

大阪本店ビル竣工

福山事業所竣工

エースアパレル株式会社設立

仙台営業所を開設

東京支社ビル竣工

創業100周年

産業資材事業部　ISO9001取得

リサイクル産業向けホルマトロ油圧機器発売

消防車両の製造、販売に進出

東京支社を東京本社に改称

特需部を新設

沖縄営業所を開設

名古屋支店を移転

東京本社新社屋竣工

事 業 内 容

会 社 沿 革

三菱ＵＦＪ銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
京都銀行

取 引 銀 行

東京消防庁  
大阪市消防局  
名古屋市消防局  
福岡市消防局  
神戸市消防局  
他全国市町村消防本部  
株式会社モリタ  
日本機械工業株式会社  
トヨタ自動車株式会社  
他多数

取 引 先

消防機器事業
消防用ジェットホース、
消防用機器、消防車両の販売

関 連 会 社

赤尾防災株式会社
大阪市西区新町4-13-1

エースアパレル株式会社
福山市南手城町3-21-16

協 力 会 社

ダイセン縫製株式会社
鳥取県日野郡江府町武庫500-1

産業資材事業
安全保護具、
災害防止用品の製造販売

消防服装事業
自社ブランド
｢エミユファイター®｣の製造販売

救助工作車の展開式収納庫
特許番号：第6362918号
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帝人株式会社と共同開発で、防火衣「エミユファイター®」を発売

アメリカ・デュポン社と提携し、「ケブラー®」保護具を発売

産業資材事業本部を新設し産業安全保護具、

産業資材分野に事業拡大

オランダ・ホルマトロ社と提携し、救助機材を日本国内で発売

大阪本店ビル竣工

福山事業所竣工

エースアパレル株式会社設立

仙台営業所を開設

東京支社ビル竣工

創業100周年

産業資材事業部　ISO9001取得

リサイクル産業向けホルマトロ油圧機器発売

消防車両の製造、販売に進出

東京支社を東京本社に改称

特需部を新設

沖縄営業所を開設

名古屋支店を移転

東京本社新社屋竣工

事 業 内 容

会 社 沿 革

三菱ＵＦＪ銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
京都銀行

取 引 銀 行

東京消防庁  
大阪市消防局  
名古屋市消防局  
福岡市消防局  
神戸市消防局  
他全国市町村消防本部  
株式会社モリタ  
日本機械工業株式会社  
トヨタ自動車株式会社  
他多数

取 引 先

消防機器事業
消防用ジェットホース、
消防用機器、消防車両の販売

関 連 会 社

赤尾防災株式会社
大阪市西区新町4-13-1

エースアパレル株式会社
福山市南手城町3-21-16

協 力 会 社

ダイセン縫製株式会社
鳥取県日野郡江府町武庫500-1

産業資材事業
安全保護具、
災害防止用品の製造販売

消防服装事業
自社ブランド
｢エミユファイター®｣の製造販売

救助工作車の展開式収納庫
特許番号：第6362918号



会社案内大阪本店

名古屋支店

福山事業所

東京本社

〒550-0013
大阪市西区新町4-13-1
管理本部
TEL 06-6532-1265
営業本部
TEL 06-6532-6256
企画本部
TEL 06-6532-6256
大阪営業部
TEL 06-6532-4131
産業資材部
TEL 06-6532-0340

〒101-0021
東京都千代田区外神田6-13-13
東京営業部
TEL 03-3832-2201
特需部
TEL 03-3832-2204

〒812-0893
福岡市博多区那珂3-11-20
TEL 092-431-9221

〒451-0077
名古屋市西区笹塚町1-29-2
TEL 052-532-0811

〒980-0013
仙台市青葉区花京院2-1-61
タカノボル第5ビル702号
TEL 022-722-0884

〒902-0067
那覇市安里2-4-25
TEL 098-914-1373

〒721-0963
福山市南手城町3-21-16
TEL 084-921-9331

大阪本店

東京本社

名古屋支店

福岡支店

仙台営業所

沖縄営業所

福山事業所

事 業 所

赤尾に関する情報は、
インターネットホームページでも
ご提供しています。

・企業情報 
・商品情報
・製品カタログ 
・展示情報 など

2019.12

http://akao-co.com/

福岡支店


