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■トーケミ会社案内リニューアル（全20P）



清涼な水を創るためには、さまざまな資材や機械をつかうシステムが必要です。

それを総合的にコーディネートするのがトーケミです。

これまで生活用水から産業排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。

この経験を日本で、そして世界にも広めていくことが我々の仕事です。

水を活かし 生命を活かし 未来を活かす

水のトータルコーディネーター
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大阪の小さな石炭商がこれからの未来における水の重要性を確信して、

水処理用ろ材メーカーの東洋ろ材工業を起業し、

そして薬品注入用ポンプメーカーのケミカルポンプと合併することでトーケミが誕生しました。

それから60年にわたりお客様と共に歩んでゆくなかで多くのことを経験させていただきました。

時代の流れは早く、人々の水への価値観の変化や水処理技術も進化しています。

このスピードに遅れることなく、一歩先の技術でお客様のニーズにお応えできるよう努力を続けます。

トーケミの活動は日本国内に留まりません。

30年以上に及ぶベトナムとの関係を始め、アセアン諸国との連携に力を注ぎつづけ

10年前からのラオス人民民主共和国で新たな事業展開を始めました。

これからはアフリカ諸国にも目を向けています。

トーケミは後発開発途上国と共に歩みます。

そして未来の子供たちのために我々の世代にできることは、

地球を汚さないこと、さらには今よりも綺麗にすることです。

トーケミでは地球環境を守ることにつながる事業活動を活発に行うことで

サステイナブルな世界を創って参りたいと思っております。

これまで培った経験と新しい技術を活かして、

水処理やケミカルを必要とする業界の資機材総合メーカーとして

みなさまのお役に立ちたいと願っています。

これまでとこれからの感謝を忘れず全力で前進して参ります。

どうかよろしくお願いします。

社　訓

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

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
2023年4月

代表取締役社長

社 是

細谷卓也

代表取締役社長からのご挨拶

社是・社訓／社長メッセージCorporate Policy / President’s Message
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水は生命の源。その水を扱う事業のみなさまへ、

安全な製品とサービスをご提供いたします。

社会の公器として、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。

お客さまのチカラになり、協力してくださる方 と々一緒に

サステイナブルな社会をつくりながら成長し続けます。

お客様、協力業者様、スタッフとその家族が幸せな

生活を送るためにトーケミは存在しています。

常に喜んでいただける便利で経済的な製品を創り、

常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。

街の中のいろんな所でトーケミ製品

トーケミの事業方針

Tohkemy Products In the City

Business Policy

P.7・P.8

●安全な製品・サービスのご提供 ●企業の生命は永遠 ●みんなの笑顔のために●ニーズにフィットする製品を開発し製造する

ケミカル
ポンプ

フィルターメディア
（水処理用ろ材）

P.9

水質調節計・
センサー
P.10

撹拌機
P.10

溶解ユニット
P.10

水処理装置
P.11・P.12

ホテル

病院

浄水場

入浴
施設

オフィス
ビル

学校

プール

発電所

水族館

遊園地

鉄道

工場

デパート

スポーツ
クラブ
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●超精密膜
　SMFベッセルタイプ

●超精密膜
　SMFネイキッドタイプ　

●高性能繊維ろ材
　アクティファイバー®

FILTER MEDIA
フィルターメディア（水処理用ろ材）

事業内容Business Details

浄水の心臓部

●アンスラサイト ●ろ過砂 ●除鉄・除マンガンろ材（フェロライト）

ろ材入替工事

ろ材を「粒状ろ材」だけでなく、広義に「フィルターメディア」ととらえ、

高濁度に対応する「繊維ろ材」、そして精密処理用の「膜」も取り揃えてみなさまにご提供しています。

ろ材の交換、ろ過塔の塗装、内外部配管の修繕などのろ材関連工事をメーカーとしての経験を活かして、

現場状況やろ材の種類に応じて最適な方法で施工いたします。

材料・工事一括の対応でお客様の現場管理をサポートいたします。

87
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事業内容Business Details

ケミカルポンプ

Accuracy, Safety and Long life

CHEMICAL PUMP
水質調節計・センサー・ユニット

MEASURING CONTROLLER & SENSOR

溶解ユニット

DISSOLVING SYSTEM FOR
POLYMER & SOLID PARTICULATE

撹拌機

AGITATOR

ダルコネクス

●水質調節計 ●遠隔監視システム ●水質調節
　ユニット

●高分子自動溶解
　ユニット

●粉体自動溶解
　ユニット

現代の社会生活や生産活動に化学薬品は欠かせません。現場では多くの化学薬品が薬液として

利用されていますが、高濃度である化学薬液のハンドリングには危険が伴います。

トーケミでは安全に薬品を取り扱える薬注ポンプや移送ポンプのほか、水質調節計や溶解ユニット、

撹拌機などを取り揃え、皆様の安全な生産活動に貢献させていただきます。

●電磁駆動ポンプ

●マグネットポンプ

●電動機駆動ポンプ
●サニタリーポンプ

●可搬形ギア減速
　中速撹拌機

●竪形ベルト減速
　中速撹拌機

●竪形減速機直結
　低速撹拌機
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事業内容Business Details

●粒状ろ過装置

●膜ろ過装置 ●繊維ろ過装置 ●加圧浮上分離ユニット

●移動床ろ過装置 ●重力逆洗式ろ過装置

水処理装置

水処理資機材＆システムのトータルサプライヤー

WATER TREATMENT SYSTEMS

●凝集沈殿ユニット

これまでご紹介した資機材を単品機器としてだけでなく、ろ過装置や中和装置などシステムとしても

提供いたします。水処理エンジニアリングメーカーや商社のみなさまのパートナーとして、そしてユーザーの

みなさまの相談相手として、お役に立ちたいと願っています。

1211
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JICA 日本経済支援プロジェクト

我々の重要な企業活動として社会問題を解決することを位置づけています。

トーケミの持つ人財・製品・スキル・専門知識などを提供することで、

社会問題を解決し、その対価として適正な利益を頂くことで、

社会とトーケミの双方が共通の価値を生み出していきたいと考えます。

すべての人に健康と福祉を 安全な水とトイレを世界中に

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

海の豊かさを守ろう

災害時の応急復旧支援

太陽光発電への取り組み

総勢：約100名（参加された方々の代表）
●ボリカムサイ県知事 ●公共事業運輸副大臣●公共事業運輸局都市計画局 ●公共事業運輸省水道局●駐ラオス日本大使館 ●JICAラオス事務所

企業の社会貢献活動      共通価値の創造
Corporate Social Responsibility Creating Shared Value  

CSR + CSV

JICAのプロジェクトに協力し、海外の国へ
水浄化のスキルを伝承し、全ての人が健康に
暮らせる技術を提案します。

水を供給するインフラ整備を行い、
環境に負担を与えない水処理と
サポートを行います。

メガソーラーの運用を行い、
クリーンエネルギーの利用を推進します。

水に関わる企業として国内外を問わず、
生活・産業に関わる浄水設備と利用技術を
提案します。

JICA中小企業海外展開支援事業（現在の中小企業・SDGsビジネス支援事業）の枠組みを利用してラオス人民民主

主義共和国ボリカムサイ県・パクサン市に新しい浄水場を建設しました。雨季に数千度となる河川水を水源としても安定して

清涼な水道水を得られる高濁度対応装置を設置し、住民の方々へ水道水を供給しています。

2016年の熊本地震発生後の支援活動として膜処理装置（アクティサプライフィルター）を設置しました。地震後の

水道水の濁度障害（にごり）に対応する装置で、１台あたり1日48㎥の生活用水を配給しました。

地球温暖化により、私たちの周りも様 な々気候の変化が起きており、

自然災害も多く発生しています。

太陽光発電によるクリーンエネルギーの創出により、地球温暖化の

原因といわれるCO2の排出抑制に協力しています。（茨城県神栖市）

これからも、地球環境保護のため、弊社にできることを積極的に行い、

環境保全に取り組んで参ります。

トーケミの取り組み

停電で送水ポンプが停止していても高所
の給水槽があれば生活用水を確保する
ことができます。今後もDCP（地域継続
計画）対策、災害時に使える水源として
お役立ていただけるよう、災害用緊急給水
用膜ろ過器を普及させていきます。

1413
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太陽光発電への取り組み

総勢：約100名（参加された方々の代表）
●ボリカムサイ県知事 ●公共事業運輸副大臣●公共事業運輸局都市計画局 ●公共事業運輸省水道局●駐ラオス日本大使館 ●JICAラオス事務所

企業の社会貢献活動      共通価値の創造
Corporate Social Responsibility Creating Shared Value  

CSR + CSV

JICAのプロジェクトに協力し、海外の国へ
水浄化のスキルを伝承し、全ての人が健康に
暮らせる技術を提案します。

水を供給するインフラ整備を行い、
環境に負担を与えない水処理と
サポートを行います。

メガソーラーの運用を行い、
クリーンエネルギーの利用を推進します。

水に関わる企業として国内外を問わず、
生活・産業に関わる浄水設備と利用技術を
提案します。

JICA中小企業海外展開支援事業（現在の中小企業・SDGsビジネス支援事業）の枠組みを利用してラオス人民民主

主義共和国ボリカムサイ県・パクサン市に新しい浄水場を建設しました。雨季に数千度となる河川水を水源としても安定して

清涼な水道水を得られる高濁度対応装置を設置し、住民の方々へ水道水を供給しています。

2016年の熊本地震発生後の支援活動として膜処理装置（アクティサプライフィルター）を設置しました。地震後の

水道水の濁度障害（にごり）に対応する装置で、１台あたり1日48㎥の生活用水を配給しました。

地球温暖化により、私たちの周りも様 な々気候の変化が起きており、

自然災害も多く発生しています。

太陽光発電によるクリーンエネルギーの創出により、地球温暖化の

原因といわれるCO2の排出抑制に協力しています。（茨城県神栖市）

これからも、地球環境保護のため、弊社にできることを積極的に行い、

環境保全に取り組んで参ります。

トーケミの取り組み

停電で送水ポンプが停止していても高所
の給水槽があれば生活用水を確保する
ことができます。今後もDCP（地域継続
計画）対策、災害時に使える水源として
お役立ていただけるよう、災害用緊急給水
用膜ろ過器を普及させていきます。
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プラントメーカー又は商社経由で納入した需要例

● インドネシア共和国
● カンボジア王国
● フィリピン共和国
● タイ王国
● マレーシア
● インド

● サウジアラビア王国
● エジプト・アラブ共和国
● オマーン
● ドイツ連邦共和国
● アメリカ合衆国
● ブラジル連邦共和国
　　　　　　　　　　　　等

■2022 名古屋水道展

■プラントショーOSAKA 2020

■プラントショーOSAKA 2022

■2019 函館水道展

Exhibitions

開催場所：インテックス大阪

開催場所：函館アリーナ

開催場所：ポートメッセなごや

開催場所：インテックス大阪

History of Tohkemy Corporation

● 全国水道局及び下水道局
● 全国学校プール
● 全国公営プール
● 全国私設スイミングプール
● 防衛庁・自衛隊関連施設
● 私鉄各社及び関連会社 

● ラオス人民民主共和国
● ベトナム社会主義共和国
● 大韓民国
● 台湾
● 中華人民共和国
● 香港 

● 全国電力関連各社
● 全国ガス関連各社
● 土木関連各社 
● 重工業関連各社 
● 製紙関連各社 
● 製鉄・製鋼関連各社 

● 化学関連各社
● 電機メーカー各社
● 食品メーカー各社
● 自動車メーカー各社
● 重機メーカー各社
● 薬品メーカー各社
　　　　　　　　　　　　等

（公営水道向ろ過材と薬注ポンプ、製鉄冷却水用ろ過材）

（順不同）

沿革 Main Customers

海外への納入先

社会の公器として歩み続けたトーケミの60年

主要納入先

展示会

こ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。

昭和38年4月

昭和40年8月

昭和40年12月

昭和45年3月

昭和46年8月

昭和47年8月

昭和47年10月

昭和50年12月

昭和52年4月

昭和52年6月

昭和54年5月

昭和54年6月

昭和55年2月

昭和60年5月

昭和61年11月

昭和62年4月

平成5年5月

平成9年3月

平成9年10月

平成11年1月

平成13年3月

平成15年3月

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､研究を開始する。
市場が将来大きく発展する可能性を確信するに至る。

資本金150万円をもって､東洋ろ材工業株式会社
を設立し､日下寛治が代表取締役に就任。
本社を大阪市淀川区田川北1丁目13番9号とする。

地下水中の溶存鉄､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
開始する。

日本経済が高度成長し､用水需要が急拡大し､一方で
この頃より排水公害が問題化し､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

九州営業所開設

東京営業所開設

水処理にはろ過以外にも薬品処理が必要であり、その
為に薬注ポンプのメーカー､ケミカルポンプ株式会社
に資本参加し､姉妹会社となった。

関東方面の需要に応えるため､茨城県鹿島にろ過砂､
ろ過砂利の生産工場を完成させる。
特に関東地区ではユーザーの運賃負担も軽減された。

台湾代理店　邦成企業股分有限公司起用

千葉県袖ヶ浦にアンスラサイト､フェロライト等を製造
するために千葉工場を建設する。
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。

ケミカルポンプ（株）の資本金を増資して1,000万円
とし､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。

尼崎市東園田町に新工場を建設､薬注ポンプの
増産と撹拌機の製造を行う。

東洋ろ材工業（株）とケミカルポンプ（株）が対等
合併し､社名を株式会社トーケミと命名

淀川区田川北1丁目12番11号に自社ビルを建設

東淀川税務署より､優良申告法人の表彰を受ける。

資本充実のため､増資を行い新資本金9,500万円
とする。

関連会社 カガライト工業（株）を設立

多くの高品質なろ材需要に応えるため､関東の主要
工場となる鹿島工場を建設

事業拡大に応えるため､東部支店を建設

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

第3回世界《水》フォーラム水EXPO出展

品質マネージメントシステムISO9001-2000全社
適用取得

日下寛治が会長職へ､細谷一彦が代表取締役社長
に就任

自家水道用水供給エスコ事業開始

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。

UF膜ユニットの開発および販売開始

建設大臣許可（特-23）水道施設工事業の登録

品質マネージメントシステムISO9001-2008全社
適用取得

淀川第二工場を開設

太陽光発電事業　開始

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。

九州・福岡県に福岡工場を建設

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。

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を設立

「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。

千葉工場　新社屋建設

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）。

トーケミグループ金沢ビル開設

海外情報誌「Newsweek」に海外での事業活動が
掲載される。

トーケミグループ総売上100億円の達成

細谷一彦が会長へ、細谷卓也が代表取締役に就任

平成15年6月

平成18年6月

平成19年4月

平成19年9月

平成23年1月

平成23年6月

平成23年12月

平成24年12月

平成25年1月

平成25年8月

平成26年10月

平成27年

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

令和2年12月

令和3年1月

令和3年1月

令和4年11月

令和5年3月

令和5年4月
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プラントメーカー又は商社経由で納入した需要例

● インドネシア共和国
● カンボジア王国
● フィリピン共和国
● タイ王国
● マレーシア
● インド

● サウジアラビア王国
● エジプト・アラブ共和国
● オマーン
● ドイツ連邦共和国
● アメリカ合衆国
● ブラジル連邦共和国
　　　　　　　　　　　　等

■2022 名古屋水道展

■プラントショーOSAKA 2020

■プラントショーOSAKA 2022

■2019 函館水道展

Exhibitions

開催場所：インテックス大阪

開催場所：函館アリーナ

開催場所：ポートメッセなごや

開催場所：インテックス大阪

History of Tohkemy Corporation

● 全国水道局及び下水道局
● 全国学校プール
● 全国公営プール
● 全国私設スイミングプール
● 防衛庁・自衛隊関連施設
● 私鉄各社及び関連会社 

● ラオス人民民主共和国
● ベトナム社会主義共和国
● 大韓民国
● 台湾
● 中華人民共和国
● 香港 

● 全国電力関連各社
● 全国ガス関連各社
● 土木関連各社 
● 重工業関連各社 
● 製紙関連各社 
● 製鉄・製鋼関連各社 

● 化学関連各社
● 電機メーカー各社
● 食品メーカー各社
● 自動車メーカー各社
● 重機メーカー各社
● 薬品メーカー各社
　　　　　　　　　　　　等

（公営水道向ろ過材と薬注ポンプ、製鉄冷却水用ろ過材）

（順不同）

沿革 Main Customers

海外への納入先

社会の公器として歩み続けたトーケミの60年

主要納入先

展示会

こ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。

昭和38年4月

昭和40年8月

昭和40年12月

昭和45年3月

昭和46年8月

昭和47年8月

昭和47年10月

昭和50年12月

昭和52年4月

昭和52年6月

昭和54年5月

昭和54年6月

昭和55年2月

昭和60年5月

昭和61年11月

昭和62年4月

平成5年5月

平成9年3月

平成9年10月

平成11年1月

平成13年3月

平成15年3月

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､研究を開始する。
市場が将来大きく発展する可能性を確信するに至る。

資本金150万円をもって､東洋ろ材工業株式会社
を設立し､日下寛治が代表取締役に就任。
本社を大阪市淀川区田川北1丁目13番9号とする。

地下水中の溶存鉄､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
開始する。

日本経済が高度成長し､用水需要が急拡大し､一方で
この頃より排水公害が問題化し､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

九州営業所開設

東京営業所開設

水処理にはろ過以外にも薬品処理が必要であり、その
為に薬注ポンプのメーカー､ケミカルポンプ株式会社
に資本参加し､姉妹会社となった。

関東方面の需要に応えるため､茨城県鹿島にろ過砂､
ろ過砂利の生産工場を完成させる。
特に関東地区ではユーザーの運賃負担も軽減された。

台湾代理店　邦成企業股分有限公司起用

千葉県袖ヶ浦にアンスラサイト､フェロライト等を製造
するために千葉工場を建設する。
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。

ケミカルポンプ（株）の資本金を増資して1,000万円
とし､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。

尼崎市東園田町に新工場を建設､薬注ポンプの
増産と撹拌機の製造を行う。

東洋ろ材工業（株）とケミカルポンプ（株）が対等
合併し､社名を株式会社トーケミと命名

淀川区田川北1丁目12番11号に自社ビルを建設

東淀川税務署より､優良申告法人の表彰を受ける。

資本充実のため､増資を行い新資本金9,500万円
とする。

関連会社 カガライト工業（株）を設立

多くの高品質なろ材需要に応えるため､関東の主要
工場となる鹿島工場を建設

事業拡大に応えるため､東部支店を建設

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

第3回世界《水》フォーラム水EXPO出展

品質マネージメントシステムISO9001-2000全社
適用取得

日下寛治が会長職へ､細谷一彦が代表取締役社長
に就任

自家水道用水供給エスコ事業開始

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。

UF膜ユニットの開発および販売開始

建設大臣許可（特-23）水道施設工事業の登録

品質マネージメントシステムISO9001-2008全社
適用取得

淀川第二工場を開設

太陽光発電事業　開始

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。

九州・福岡県に福岡工場を建設

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。

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を設立

「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。

千葉工場　新社屋建設

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）。

トーケミグループ金沢ビル開設

海外情報誌「Newsweek」に海外での事業活動が
掲載される。

トーケミグループ総売上100億円の達成

細谷一彦が会長へ、細谷卓也が代表取締役に就任

平成15年6月

平成18年6月

平成19年4月

平成19年9月

平成23年1月

平成23年6月

平成23年12月

平成24年12月

平成25年1月

平成25年8月

平成26年10月

平成27年

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

令和2年12月

令和3年1月

令和3年1月

令和4年11月

令和5年3月

令和5年4月
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Corporate Overview 会社概要

事業所所在地

■■営業所

■■拠点

■■本　社／東部支店／西部支店

淀川第一工場
〒532-0021
大阪市淀川区田川北1丁目13番9号

北港工場
〒554-0033
大阪市此花区北港2丁目4番76号

福岡工場
〒811-4234
福岡県遠賀郡岡垣町高倉1203番

淀川第二工場
〒532-0021
大阪市淀川区田川北1丁目6番5号

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

淡路工場
〒656-0542
兵庫県南あわじ市阿万吹上町110番3号

本社（大阪営業所）東部支店（東京営業所）

ベトナム工場

西部支店（九州営業所）

札幌営業所

仙台営業所北関東営業所

金沢出張所

東部支店
（東京営業所）

本社
（大阪営業所）

静岡出張所

名古屋営業所

四国出張所

岡山営業所

広島営業所

西部支店
（九州営業所）

宮崎営業所

商 　 　 号

事 業 内 容

資 本 金

主 なる株 主

役 　 　 員

従 業 員 数

売 上 高

関 係 会 社

許 認 可

取 引 銀 行

株式会社トーケミ

●水処理用濾材の製造・販売
●ケミカルポンプ・水質制御計など
流体・薬品制御機器の製造販売

●ろ過装置、中和装置など環境保全機器・
装置の設計・製造・施工

●上記装置に関連する設置工事・
交換工事・メンテナンス

払込済資本金　￥95,000,000

トミエンジ（株）
細谷卓也　細谷一彦
従業員持株会

代表取締役　細谷　卓也
取締役会長　細谷　一彦
取　締　役　西本　邦彦
取　締　役　荒井　能仁

180名（2023年4月1日現在）

77億円（2023年3月31日現在）

ウォーターテクノス（株）
カガライト工業（株）
（株）トーケミテクノス
トミエンジ（株）

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）
ろ過材認証品の製造（ろ過材工場）

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

本 　 社
（大阪営業所）

〒532-0021　大阪市淀川区田川北1丁目12番11号
TEL：（06）6301-3141（代）　FAX：（06）6308-6228
フィルターメディア事業部
　TEL：（06）6301-5627　FAX：（06）6308-7559
ケミカル機器事業部
　TEL：（06）6302-4953　FAX：（06）6308-7911
プラント事業部
　TEL：（06）6379-3071　FAX：（06）6308-1099
グローバルビジネス事業部
　TEL：（06）6301-6460　FAX：（06）6308-3022

札幌営業所

仙台営業所

北関東営業所

名古屋営業所

静岡出張所

〒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
〒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
〒370-0046　群馬県高崎市江木町1526-103号室
TEL：（027）330-5670　FAX：（027）330-5672
〒466-0854　名古屋市昭和区広路通6丁目12番
TEL：（052）752-2511　FAX：（052）752-2633
〒422-8077　静岡市駿河区大和2丁目2番2号102号室
TEL：（054）204-3063　FAX：（054）204-3064

金沢出張所

広島営業所

岡山営業所

四国出張所

宮崎営業所

〒920-0043　金沢市長田2丁目25番19号
TEL：（076）234-1780　FAX：（076）234-7571
〒732-0052　広島市東区光町2丁目9番30号103号室
TEL：（082）568-7877　FAX：（082）568-7878
〒700-0971　岡山市北区野田2丁目4番1号
TEL：（086）245-1152　FAX：（086）245-1085
〒762-0044　香川県坂出市本町3丁目6番12号 203号室
TEL：（0877）35-8820　FAX：（0877）35-8827
〒880-0032　宮崎市霧島3丁目82番
TEL：（0985）29-9388　FAX：（0985）28-0918　

東 部 支 店
（東京営業所）

西 部 支 店
（九州営業所）

〒110-0016　東京都台東区台東1丁目19番2号
TEL：（03）5817-2021（代）　FAX：（03）5817-2034
フィルターメディア事業部
　TEL：（03）5817-2025　FAX：（03）5817-2033
ケミカル機器事業部門
　TEL：（03）5817-2022　FAX：（03）5817-2035

〒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
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