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水を活かし、環境を活かし、生命を活かす
水処理のトータルコーディネーター
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美しい水､清らかな水､おいしい水を願い､生活用水
から産業用水にいたるあらゆる水の浄化に取り組んで
まいりました。その結果､全国一のマーケットシェア
を誇るろ材をはじめ､ケミカルポンプ､攪拌機､水質制
御システムなどお客様にご愛用いただける多くの製
品を提供させて頂くことができました。
新しい時代に向けて､地球環境の保護がこれからの
人類の課題であると言われております。トーケミは水
環境保護の一役を担うことを使命とし､国内だけでな
くグローバルな視点で優れた製品をお届けし､さらに
技術や知恵を役立てることでこれからもみなさまの
良質な水つくりに貢献して参ります。
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代表取締役社長

細谷一彦

皆様のご支援の下で、創業以来50余年に及ぶ年月を生命の根源である水を造ることに
微力を積み重ねてまいりました。
我々はこの間に経験させていただいたノウハウを着実に蓄積し、時代に対応する製品づ
くりに反映できるよう邁進しております。しかしながら時代の流れはますます速く進
んでおり、人々の水への価値観の変化、あるいは水処理技術の高度化がこれからも一
層の進展を見せると思われます。このスピードに遅れることなく、今よりも更に一歩先の
技術でお客様のニーズにお応えできるよう日々懸命に努力を続けます。
我々人間の汚した河川、湖沼、地下水を自然に返すこと、そして安全・安心な水を安価
に準備させていただくことで、人・環境・社会の発展に寄与できるよう、トーケミはこ
れからも全力で前進して参ります。
2021年4月
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JICA 日本経済支援プロジェクト
高濁度対応型浄水装置（1000m3/日：約6600人相当）
ラオスにて水道水供給装置として稼働開始しました。

平成27年1月竣工（ラオス人民民主共和国ボリカムサイ県パクサン市）

メガソーラー事業

平成25年1月竣工（茨城県神栖市）
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社 是
Business Creed

企業の生命は永遠であり、我々は社会の公器
として、 強く明るく伸び続ける事を誓う。

一、 お客様のニーズにフィットする、経済的
で優秀な製品を開発し、製造する事を常
に心掛ける
一、 我々は時には競争し合い、時には教え合
い助け合い乍ら、自己の能力を最大限に
発揮する事を誓う
一、 個人のエゴイズムを抑えて会社の発展に
尽くす

社 訓
Company Motto

一、 常に安全性に心を配り、充分に事前の
調査を行ない、確認を怠らず業務を
遂行する
一、 困難辛苦にめげず、不屈の精神でやり遂
げる根性と旺盛なやる気を持つ
一、 常 に お 客 様 を 大 切 に し 、 社 の 内 外 を
問わず信頼される社員となる
一、 謙虚な気持ちで初心に返って研究し、
考え行動する
一、 整理整頓に努め、挨拶を忘れず、明るい
職場にする
一、 常に節約に努め、質実剛健を旨とする
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安全な製品・サービスのご提供
水は生命の源。その水を扱う仕事だから、
何よりも安全な製品とサービスをご提供いたします。

お客様のニーズにフィットする
経済的で優秀な製品を開発し､製造する
常にお客さまに喜んでいただける便利で経済的な製品を創っ
てまいります。常に勉強し、お客さまに喜んでいただける
サービスを提供させていただきます。

企業の生命は永遠
我々はお客さまのチカラになり、
協力してくださる方々と一緒にこれからも成長し続けます。

そしてみんなの笑顔のために
お客様、協力業者様、スタッフの家族が
幸せな生活を送れるようにトーケミは存在しております。

トーケミは社会の公器となるよう、
世の中に必要な製品を常に開発し、ご提供してまいります。
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商

号

事業内容

水処理用ろ過材の製造・販売
ケミカルポンプ及び周辺機器の製造・販売
環境保全機器の販売
各種工事設計施工

資 本 金

払込済資本金

主なる株主

トミエンジ(株)
細谷卓也 細谷一彦
従業員持株会

役

代表取締役
専務取締役
常務取締役
取 締 役

員

￥95,000,000

細谷
細谷
吉水
西本

一彦
卓也
清博
邦彦

従業員数

178名

関係会社

ウォーターテクノス(株)
カガライト工業(株)
ゼオプラントサービス(株)
(株)トーケミテクノス
トミエンジ(株)

許 認 可

建設業の許可(水道施設)(機械器具設置)(管)(土木)
計量器製造事業
特許登録許可
・ろ過材 ・水処理装置関連等
・ポンプ駆動部及びポンプ部等
日本水道協会(JWWA)
ろ過材認承品の製造(ろ過材工場)

取引銀行

伊予銀行／大阪北支店
りそな銀行／三国支店
みずほ銀行／十三支店
三菱UFJ銀行／十三支店
三井住友銀行／十三支店
三井住友信託銀行／大阪中央支店
商工組合中央金庫／大阪支店
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所 在 地
■本

■ 流体機器事業部門

社

〒532-0021

大阪市淀川区田川北1丁目12番11号

電話(代) (06)6301-3141 FAX (06)6308-6228

札幌営業所
〒003-0021
電話

〒532-0021

大阪市淀川区田川北1丁目12番11号

フィルターメディア事業部
(06)6301-5627 FAX (06)6308-7559

ケミカルポンプ事業部門
電話

(06)6379-3071 FAX (06)6308-1099

外国部(営業課・購買課)
電話

〒983-0852
電話

(06)6301-6460 FAX (06)6308-3022

仙台市宮城野区榴岡3丁目11番6号

(022)297-2371 FAX (022)297-2372

北関東営業所
〒370-0844

高崎市和田多中町398-1
パルネット山口1-102

(06)6302-4953 FAX (06)6308-7911

プラント事業部門
電話

(011)595-8611 FAX (011)595-8677

仙台営業所

■ 大阪営業部

電話

札幌市白石区栄通15丁目9番30号

電話

(027)330-5670 FAX (027)330-5672

名古屋営業所
〒466-0854
電話

名古屋市昭和区広路通6丁目12番

(052)752-2511 FAX (052)752-2633

静岡出張所
〒422-8074 静岡市駿河区南八幡町12-29-2A号室

■ 東京営業部
〒110-0016

東京都台東区台東1丁目19番2号

フィルターメディア事業部
電話

(03)5817-2025 FAX (03)5817-2033

ケミカルポンプ事業部門
電話

(03)5817-2022 FAX (03)5817-2035

プラント事業部門
電話

(03)5817-2028 FAX (03)5817-2034

電話

(054)204-3063 FAX (054)204-3064

金沢出張所
〒920-0043
電話

金沢市長田2丁目25番19号

(076)234-1780 FAX (076)234-7571

広島営業所
〒732-0052
電話

広島市東区光町2-9-30

竹本ビル103

(082)568-7877 FAX (082)568-7878

岡山営業所
■工

〒700-0971 岡山市北区野田2丁目4番1号(シティーセンタービル)

場

電話

淀川第一工場
〒532-0021

大阪市淀川区田川北1丁目13番9号

〒762-0044 坂出市本町3丁目6番12号 さくらビル203

淀川第二工場
〒532-0021

大阪市淀川区田川北1丁目6番5号
大阪市此花区北港2丁目4番76号
千葉県袖ヶ浦市中袖38
茨城県神栖市太田56-13

福岡工場
〒811-4234
ベトナム工場

福岡県遠賀郡岡垣町高倉1203番

福岡市博多区東光2丁目17番17号

(092)473-4590 FAX (092)473-4599

宮崎営業所
〒880-0032

鹿島工場
〒314-0254

(0877)35-8820 FAX (0877)35-8827

〒812-0008
電話

千葉工場
〒299-0267

電話
九州営業部

北港工場
〒554-0033

(086)245-1152 FAX (086)245-1085

四国出張所

電話

宮崎市霧島3丁目82番地

(0985)29-9388 FAX (0985)28-0918

498-047300.qxd 22.7.5 17:59 ページ 9

昭和38年4月

良質無煙炭を原料として水処理用ろ材アンスラ
サイトの製造を発案し､研究を開始。
昭和38年8月にはその試作を始め､市場が将来大
きく発展する可能性を確信するに至る。

昭和40年8月

資本金150万円をもって､東洋ろ材工業株式会社
を設立し､前会長日下寛治が代表取締役に就任。
本社所在地､大阪市淀川区田川北1丁目13番9号
にアンスラサイト製造設備を設置し製造を開始。

昭和40年12月

昭和38年より同時に研究開発を進めていた､地下
水(井戸水)中の溶存鉄､溶存マンガンを有効塩素､
又は溶存酸素の存在下で、酸化触媒として機能す
るろ材フェロライト､トヨレックスの開発に成
功､製造開始。

昭和45年3月

日本経済が全般的に拡大を続け､製鉄メーカー､
石油化学工業､合繊メーカー､自動車工業等も設
備の大型化､マンモス化を図るようになった。
GNPも大幅に増大し､日本の経済成長が世界から
注目され始めた時期であり､それぞれの業界に於
いて用水需要が急拡大し､又､一方でこの頃より排
水公害が問題化し､鉄鋼・電力の業界等も廃水処
理施設の設置が急務となった。当社のろ過材の需
要も大きくなり､大阪市此花区北港2丁目に新工場
を建設した。

昭和46年8月

九州営業所開設

昭和47年8月

東京営業所開設

昭和47年10月

水処理はろ過以外に薬品処理､例えばpHコント
ロール､又は凝集剤の注入等が必要であり､その
為に薬注ポンプを要しますが､そのポンプのメー
カー､ケミカルポンプ株式会社に資本参加し､弊
社代表取締役が同社の代表取締役に就任､姉妹会社
となった。

昭和50年12月

関東方面の需要に応えるため､茨城県鹿島にろ過
3
砂､ろ過砂利の生産工場を日産30m にて完成。
関東地区では最も便利な場所であり､ユーザーの
運賃負担も軽減された。

昭和52年4月

台湾代理店 邦成企業股分有限公司起用

昭和52年6月

千葉県袖ヶ浦にアンスラサイト､フェロライト等､
弊社製品を全般に互って製造するために袖ヶ浦工
場(現:千葉工場)を建設。東北､関東工業地帯の需
要家の用に供し､運賃負担の軽減を計ると共に弊
社の主力工場として如何なる需要にも応じきる態
勢をとる。
東西に長い日本列島の主要工場地帯である東海道
ベルト地帯の東と西に工場を配して､全国各地へ
の配送体制を敷き､輸出にも有利な生産体制を確
立した。

昭和54年5月

ケミカルポンプ(株)は増資し資本金を1,000万円
とし､資本金を技術開発に活用､従来の機種より構
造上シンプルな機種CMFシリーズと液体定量充
填機の開発に進める。
6月には尼崎市東園田町に新工場を建設､薬注ポ
ンプの増産と実験設備を設ける。

昭和55年2月

東洋ろ材工業(株)とケミカルポンプ(株)は対
等合併し､社名を株式会社トーケミと命名。
事業部制を敷きその下に課制を採用。
総力を結集して､80年代にも引き続き堅実な発展
を遂げ得る組織を確立した。

昭和60年5月

淀川区田川北1丁目12番11号に自社ビルを建設。

昭和61年11月

東淀川税務署より､優良申告法人の表彰を受ける。

昭和62年4月

資本充実のため､増資を行い新資本金9,500万円
とする。
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主要納入先
平成5年5月

関連会社 カガライト工業(株)を設立。

平成9年3月

多くの高品質なろ材需要に応えるため､主要工
場である鹿島工場を建設した。

平成9年10月
平成11年1月
平成13年3月

事業拡大に応えるため､東部支店を建設した。
アクティファイバー(繊維ろ過)発売開始
サンドリバースシステム(ろ材再生装置)完成

平成15年3月

第3回世界≪水≫フォーラム 水EXPO出展

平成15年6月

品質マネージメントシステムISO9001-2000
全社適用取得

平成18年6月

日下寛治が会長職へ､細谷一彦が代表取締役社長
に就任。

平成19年4月

用水供給エスコ事業開始

平成19年9月

ドイツ・プロミネント社と合弁会社を設立し､
国内総販売代理店となる。

平成23年1月

UF膜ユニットの開発および販売開始｡

平成23年6月

建設大臣許可(特-23)水道施設工事業の登録。

平成23年12月

品質マネージメントシステムISO9001-2008
全社適用取得

平成24年12月

淀川第二工場を開設

平成25年1月

太陽光発電事業 開始

平成25年8月

外務省政府開発援助海外経済協力事業 委託費
「案件化調査」をラオス人民民主共和国にて実施。
以降ラオス国市場にて活動開始する。

平成26年10月

九州・福岡県に福岡工場を建設した。

平成27年

独立行政法人国際協力機構(JICA)の中小企業海
外展開支援事業として「スモール・タウン水道
事業向け高濁度原水対応型浄水装置の普及・実
証事業」をラオス人民共和国にて実施する。

平成28年夏季

平成28年2月

平成29年12月

平成30年10月

令和2年11月

九州・中国地方における台風・豪雨の被災地へ
の支援活動を行う。以降､災害地への支援活動
を精力的に行う。
超精密膜「SMF膜」が(社)膜分離技術振興協会
の水道用膜モジュール規格AMST-001(第七版)
の認定を受ける(認定番号：膜モ認第500号）
。
日本で初めて『JWWA A103:2006-2 水道用濾
過材』にあるすべてのろ材("ろ過砂"、"アンスラ
サイト"、"マンガン砂"、"ろ過砂利")の認証工場
として認定される。
ベトナム社会主義共和国に現地法人TOHKEMY
VIETNAM設立。
「大阪府新型コロナウィルス助け合い基金」へ
の寄付により大阪府知事から感謝状を受け取る。

令和2年12月

千葉工場

新社屋建設

令和3年1月

超精密膜「SMF膜ベッセルタイプ」が(社)膜分
離技術振興協会の水道用膜モジュール規格
AMST-001(第7版)の認定を受ける(認定番号：
膜モ認第543号）
。

令和3年1月

トーケミグループ金沢ビル開設

プラントメーカー又は商社経由で納入した需要家の例
● 東京都水道局及び下水道局

● 武田薬品工業(株)

● 大阪市水道局及び建設局

● 田辺三菱製薬(株)

● 大阪広域水道企業団

● 千代田化工建設(株)

● 大阪府流域下水道事務所

● 東京ガス(株)

● 横浜市水道局

● (株)東芝

● 名古屋市水道局

● 東レ(株)

● 仙台市水道局

● (株)トクヤマ

● 北九州市上下水道局

● 凸版印刷(株)

等、全国水道局及び下水道局
● 防衛庁関係・自衛隊駐屯地
等、国の各機関
● 全国小・中・高・大学校
プール
● 全国公営プール
● 全国私設スイミングプール
● JR各社
● 全国私鉄各社及び関連会社
● 全国電力各社
● (株)IHI
● 愛知製鋼(株)
● 旭化成(株)
● 旭硝子(株)
● アサヒビール(株)
● 味の素(株)
● アステラス製薬(株)
● 石原産業(株)
● 宇部興産(株)
● 江崎グリコ(株)
● 王子製紙(株)
● 王子マテリア(株)
● オーミケンシ(株)
● オルガノ(株)
● 大阪ガス(株)
● 太田紙販売(株)
● キッコーマン(株)
● (株)クラレ
● (株)クボタ
● (株)九電工
● コカ・コーラボトラーズジャパン(株)
● 国際石油開発帝石(株)
● (株)小松製作所
● サッポロホールディングス(株)
● 三機工業(株)
● サンスター(株)
● サントリーホールディングス(株)
● 三洋電機(株)
● (株)GSユアサコーポレーション
● (株)資生堂
● シャープ(株)
● 昭和電工(株)
● 信越化学工業(株)
● (株)神鋼環境ソリューション
● 住友精密工業(株)
● JXTGエネルギー(株)
● 西部ガス(株)
● ソニー(株)
● 大王製紙(株)
● 日本製紙(株)
● 大正製薬(株)
● 太平洋セメント(株)
● 宝ホールディングス(株)

● トヨタ自動車(株)

(順不同)

● ニッカウヰスキー(株)
● 日産自動車(株)
● 日油(株)
● 日鉄日新製鋼(株)
● 日本製鉄(株)
● 日本板硝子(株)
● 日本農薬(株)
● 日本ハム(株)
● 日本レース(株)
● パナソニック(株)
● パナソニックインフォメーション

システムズ(株)
● 日立化成(株)
● (株)日立製作所
● 日立造船(株)
● 不二製油(株)
● 古河機械金属(株)
● 北越紀州製紙(株)
● 丸一鋼管(株)
● 三井化学(株)
● 三菱化工機(株)
● 三菱重工業(株)
● 三菱自動車工業(株)
● 三菱製鋼(株)
● 三菱電機(株)
● 御幸毛織(株)
● (株)明治
● 森永乳業(株)
● (株)ヤクルト本社
● 山崎製パン(株)
● ユニチカ(株)
● 雪印メグミルク(株)

海

外

● ラオス人民民主共和国
● 大韓民国
● 台湾
● 中華人民共和国
● 香港
● インドネシア共和国
● タイ王国
● マレーシア
● インド
● ブラジル連邦共和国
● ドイツ連邦共和国
● ロシア連邦
● フィリピン共和国
● ベトナム社会主義共和国

等(公営水道向ろ過材と薬注
ポンプ、製鉄冷却水用ろ過材)
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ろ材の製造･販売

水処理用ろ材

アンスラサイト

水道用マンガン除去用ろ材

高性能繊維ろ材

アンスラサイト / ろ過砂 / 除鉄除マンガンろ材 / 活性炭 / イオン交換樹脂 / 繊維ろ材

マンガン砂

アクティファイバー

水処理用ろ材

ろ過砂(急速用/緩速用)

除鉄除マンガンろ材

フェロライトシリーズ

液用･気相用

活性炭
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浄水場 / ろ過池ろ層調査 / 更生工事 / ろ材入換工事
ろ過池内のろ層調査 / メンテナンス / ろ過砂・砂利の洗浄

ろ材のメンテナンス

ろ層調査

ろ材洗浄(再生･更生)工事

ろ材交換

工事 / 維持管理

設置工事/維持管理(メンテナンス)
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ケミカル・流体機器の製造･販売

ポンプ(薬液定量注入ポンプ / 薬液移送マグネットポンプ)･水質コントローラー･
センサー･攪拌機 / ケミカルタンク

薬液定量注入ポンプ
電磁パルス定量ポンプ

MP-L

プロミネントポンプ

薬液移送用マグネットポンプ

ガンマ/シグマ

塩素各種･過酸化水素･過酢酸･二酸化塩素･オゾン･フッ素･etc.

ダルコメーター

TSN/TSLシリーズ

水質コントローラー･センサー
水質(pH)コントローラー

水質(pH)センサー

電動機駆動定量ポンプ

NN-2000

サニタリーポンプ

攪拌機

TCPシリーズ

可変連タイプ

NTR型

CM-G
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水処理ユニット製品の製造･販売

水質測定ユニット

ダルコシステム

連続式pH自動中和装置

TPCシリーズ

高分子凝集剤自動溶解装置

PADシリーズ

その他にもお客様のご要望に応じて、
各種水処理ユニット製品の規格･設計･製造を行います。

薬注装置、pH中和装置、炭酸ガス中和装置、
高分子凝集剤溶解装置 / 粉体定量供給装置

薬注ユニット

TXS シリーズ

炭酸ガスpH自動中和装置

二酸化塩素発生装置

CPCシリーズ

ベロゾンシリーズ
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ユニット&プラント事業 / ハード設計･製作･設置

除濁用ろ過装置、除鉄･除マンガン装置、
軟水装置、膜装置

圧力式急速 ろ過装置

除鉄除マンガンろ過装置

高速繊維ろ過装置

膜ろ過装置

ろ過膜システム
コンテナ収納式 ROシステム

超精密膜ろ過（SMF）システム

498-047300.qxd 22.7.5 18:00 ページ 16

展示会 / 技術発表会
INCHEM TOKYO 1994〜2007

日本液体清澄化技術展 1998

於 東京ビッグサイト

於 名古屋吹上ホール

第3回世界水フォーラム【水のEXPO】水道展示会

FOOMA 2008

於 インテックス大阪

於 東京ビッグサイト

食品開発展 2018

水道展 2019

於 東京ビックサイト

於 函館アリーナ

その他にも各種イベント、論文など成果発表会、技術発表会、製品発表会などへ積極的に参加しております。
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本

淀川第一工場

淀川第二工場

〒532-0021
大阪市淀川区田川北1丁目13番9号

〒532-0021
大阪市淀川区田川北1丁目6番5号

社

〒532-0021 大阪市淀川区田川北1丁目12番11号
TEL.06-6301-3141 FAX.06-6308-6228

四国出張所
〒762-0044
坂出市本町3丁目6番12号
さくらビル203
TEL.0877-35-8820
FAX.0877-35-8827

金沢出張所
〒920-0043
金沢市長田
2丁目25番19号
TEL.076-234-1780
FAX.076-234-7571

岡山営業所
〒700-0971
岡山市北区野田2丁目4番1号
シティセンタービル
TEL.086-245-1152
FAX.086-245-1085

広島営業所
九州営業部
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目17番17号
TEL.092-473-4590 FAX.092-473-4599

〒732-0052
広島市東区光町2-9-30
竹本ビル103
TEL.082-568-7877
FAX.082-568-7878

福岡工場
〒811-4234 福岡県遠賀郡岡垣町高倉1203番

宮崎営業所
〒880-0032 宮崎市霧島3丁目82番地
TEL.0985-29-9388
FAX.0985-28-0918

北港工場
〒554-0033 大阪市此花区北港2丁目4番76号
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札幌営業所
〒003-0021
札幌市白石区栄通
15丁目9番30号
TEL.011-595-8611
FAX.011-595-8677

仙台営業所
〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡3丁目11番6号
TEL.022-297-2371
FAX.022-297-2372

北関東営業所
〒370-0844
高崎市和田多中町398-1
パルネット山口1-102
TEL.027-330-5670
FAX.027-330-5672

鹿島工場
〒314-0254 茨城県神栖市太田56-13

千葉工場
〒299-0267 千葉県袖ヶ浦市中袖38

静岡出張所
〒422-8074
静岡市駿河区南八幡町
12-29-2A号室
TEL.054-204-3063
FAX.054-204-3064

名古屋営業所
〒466-0854
名古屋市昭和区広路通
6丁目12番地
TEL.052-752-2511
FAX.052-752-2633

東京営業部
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目19番2号
TEL.03-5817-2021 FAX.03-5817-2034

その他にも
トーケミ製品取扱店および協力会社から
全国のお客様へサービスを行っております。
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ISO9001

JQA-2766

本

社

大阪営業部
フィルターメディア事業部門
ケミカルポンプ事業部門
プラント事業部門
東京営業部
フィルターメディア事業部門
ケミカルポンプ事業部
プラント事業部

〒532-0021
大阪市淀川区田川北1丁目12番11号
TEL：（06）6301-3141 FAX：（06）6308-6228
〒532-0021
大阪市淀川区田川北1丁目12番11号
TEL：（06）6301-5627 FAX：（06）6308-7559
TEL：（06）6301-5627 FAX：（06）6308-7559
TEL：（06）6302-4953 FAX：（06）6308-7911
TEL：（06）6379-3071 FAX：（06）6308-1099
〒110-0016
東京都台東区台東1丁目19番2号
TEL：（03）5817-2021 FAX：（03）5817-2034
TEL：（03）5817-2025 FAX：（03）5817-2033
TEL：（03）5817-2022 FAX：（03）5817-2035
TEL：（03）5817-2028 FAX：（03）5817-2034

札幌営業所

TEL：（011）595-8611 FAX：（011）595-8677

仙台営業所

TEL：（022）297-2371 FAX：（022）297-2372

北関東営業所

TEL：（027）330-5670 FAX：（027）330-5672

名古屋営業所

TEL：（052）752-2511 FAX：（052）752-2633

静岡出張所

TEL：（054）204-3063 FAX：（054）204-3064

金沢出張所

TEL：（076）234-1780 FAX：（076）234-7571

広島営業所

TEL：（082）568-7877 FAX：（082）568-7878

岡山営業所

TEL：（086）245-1152 FAX：（086）245-1085

四国出張所

TEL：（0877）35-8820 FAX：（0877）35-8827

九州営業部

TEL：（092）473-4590 FAX：（092）473-4599

宮崎営業所

TEL：（0985）29-9388 FAX：（0985）28-0918
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