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Features of TOHINMESSAGE 東浜グループの特長

　当社は1948年の創業以来約70年に渡って、
製品を通して社会のお役に立つことを社是として今日まで歩んで参りました。
お陰様で数多くのお取引先の皆様のご支援とご愛顧を賜わり
今日まで発展することができました。
ここに深く感謝申し上げる次第です。

　この70年間、時代環境の変化に合わせ数多くの製品を輩出して参りました。
また、近年では国内市場はもとより中国、ベトナムなどの海外市場への展開にも力を入れております。

　今後も東浜グループのネットワークを活かしながら、
日本はもとより世界の皆様に喜ばれるような製品開発並びに市場開拓に取り組んでいく所存です。
これからも、皆様のご支援とご愛顧をよろしくお願い申し上げます。

ご挨拶

HISTORY
沿革

70余年に渡って数多くの製品を生み
出してきた豊富な経験と実績を活かし、
今後もより良い製品を皆様にご提供
させていただくために、技術・製品開発・
品質管理などの充実に積極的に取り組
んで参ります。

70余年の
歴史で培った
信頼の品質

お客様第一という企業精神のもと、お
客様に寄り添った製品開発とサービス
の提供を心掛けております。お客様の
ご要望に合わせた製品の開発コンセプト
と設計の提案。また、全国５カ所に営業
所を構え、アフターサービスも迅速に
対応できる体制を整えております。

お客様に寄り添った
製品開発と
充実したサービス

近年では海外事業にも注力し、東南
アジアを中心に事業展開を行っており
ます。各国現地法人との連携強化に
より、開発、調達、生産、販売の最適化
を推進し、グループ会社がそれぞれの
強みを活かし、シナジーを生み出すこと
で高品質、低コストを追求しています。

グローバルな
事業展開

1951
・オイルバーナーの
　製作開始。

・埼玉県川口市にて
浜崎政吉が浜崎製
作所創立。

1953
・浜崎製作所を組織
変更し「東浜工業有
限会社」を設立。

1963
・東京都千代田区神
田に子会社「東浜商
事株式会社」を設立、
販売を委任。

・埼玉県久喜市の清
久工業団地に清久
工場完成。

•板金、溶接部門を久
喜工場より移転、設
備を拡充。

・業務用クリーナー並
びに集塵清掃関連
機器の製造販売を
開始。

・イタリア「ギブリ」社並びに「デュープ レックス」
社の日本総代理店として業務用クリ ーナーの
販売を開始。

・中国に資本金1億3,000万円にて 住金物産
（現:日鉄物産）株式会社と合弁会社 「百事徳
機械（江蘇）有限公司」を設立。中国 国内向け
にブロワの製造販売を開始。

2002
・東浜工業株式会社・東浜商事株式会社 
代表取締役社長に浜崎泰史就任。

・中国に資本金7,050万円にて中国「合力
鋳造」と合弁会社「常州邦徳鋳造有限
公司」設立。鋳物製品の製造販売を開始。

・東浜工業株式会社の資本金を4,800万
円に増資。

・ISO9001：2000JQAより、認証取得。

・ベトナムに資本金100万US
ドルにて同国初のブロワメー
カーTOHIN VIETNAM
INDUSTRY CO., LTD.を設立。
ベトナム国内およびASEAN
諸国向けにブロワの製造販売
を開始。

・韓国ターボブロワメーカー
ACE社と東浜商事が資本提
携。5億ウォンにてACE社の
株式の33％を取得。

1955
・当社独特のロータ
リーブロワの製造
販売を開始。

・埼玉県久喜市の久
喜菖蒲工業団地（現
在地）に本社工場を
新築移転。

・電気制御盤・キュー
ピクルの製造販売
を開始。

・東浜工業有限会社
を「東浜工業株式会
社」に組織変更。優
良申告法人として
表彰される。

・中国に資本金100万 USドルにて「百事徳機械（江
蘇）有限公司」と米国 「タットヒル」社とで合弁会
社「無錫東泰機械有限 公司」設立。ルーツブロワの
生産を開始。

・中国「百事徳機械（江蘇）有限
公司」の資本金を3億3,000万
円に増資。

・中国「百事徳機械（江蘇）
有限公司」の資本金を
8,000万元に変更増資

・韓国に資本金3億ウォン
でTOH I N  KO R E A  
CO., LTD.を設立。

2020
・清久工場敷地内にターボ
ブロワ専用の工場設備を
新設。

2008
・東浜工業株式会社久喜工場に
新工場棟（1,600㎡）完成。
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PRODUCT INTRODUCTION
製品紹介

人と地球にやさしい環境づくりを
私たちTOHINグループは創業以来、人々の
生活をより豊かに、また美しい自然をいつ
の時代までも残し、守り続けたいという
思いのもと排水・汚水処理用のブロワを
はじめとして様々な製品を開発、製造、販売
して参りました。今後も、水処理をはじめ
とした地球規模の課題の解決に取り組み、
社会や環境に貢献できるよう、より良い
製品づくりに挑み続けます。

コンプレッサーのエアーを利用するTOHINの空圧機器です。電気や冷媒を
一切使わない環境にやさしい省エネルギー、メンテナンスフリーの商品です。
デモンストレーション機器の貸し出しや実演も可能です。

TOHINは創業以来70年で培った豊富な経験と実績を誇る国内トップクラスのブロワメーカー
です。たゆみない技術開発と厳しい品質管理のもとで生み出されるTOHINのブロワは小型から
大型まで豊富な機種があらゆる用途をカバーします。

粉塵、金属片、液体、ヘドロの回収などの一般業務タイプから連続運転、分
離回収ができる特殊環境に適合したモデル等、様々な用途に応じた製品を
ご用意しております。機種によってはご要望に応じたカスタマイズや実際の
現場でのテスト運転も可能です。

空圧機器

ブロワ

浄化槽・排水処理用をはじめ、植物工場など様々な用途に使える制御
盤をオーダーメイドで製作します。お客様のご要望に合わせた制御盤・
ブロワボックスをご提案させていただきます。

制御盤

クリーナー

植物工場

水処理業界で長年培った
制 御 技 術 を 活 かした
TOHINオリジナルの植物
工場製品です。業務用から
一般家庭用までシリーズ
化し、植物工場や従来型の
ハウス栽培を効率よく管
理する制御システムもご
提供いたします。

ディスプレイ式
制御盤

ブロワボックス

業務用掃除機

産業用集塵機

ターボブロワ（TX型）

パワーバッククリーナー
TVC-90H

ルーツブロワ（BZ型）

ロータリーブロワ（HC型）

エアークーラー エアーヒーター エアーセーバー
スポットクーラー
最大温度差 -77℃

スポットヒーター
最大温度差 74℃

空気増幅器

ダイアフラムブロワ
（TM型・TP型）

小型マイクロ集塵機
TDC-1006H

ハイパワークリーナー
AS-10L

サイクロン式クリーナー
AS-27CV
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東浜商事
札幌営業所

東浜商事
名古屋営業所

東浜商事
大阪営業所

東浜商事
福岡営業所

東浜工業
清久工場
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GROUP NETWORK
グループネットワーク

東浜工業株式会社

商　　号

英　　名

代 表 者

創　　業

設　　立

本　　社

H  P

資 本 金

社 員 数

事業内容

東浜工業株式会社

TOHIN INDUSTRY CO., LTD

代表取締役社長　浜崎泰史

1948年（昭和23年）

1953年（昭和28年）

〒346-0028　埼玉県久喜市河原井町13 久喜菖蒲工業団地
TEL 0480-22-7945（代表）　FAX 0480-22-7949

https://www.tohin.co.jp

4,800万円

95名

・ロータリーブロワ等各種エアーポンプの設計製作
・オイルバーナー、携帯用バーナー等の燃焼機器装置の設計製作
・業務用バキュームクリーナー、集塵機等清掃関連機器の設計製作
・超低温空気発生器エアークーラーの設計製作
・電気制御盤並びに電気関連機器の設計製作
・その他環境関連機器の開発製造

東浜商事株式会社

商　　号

英　　名

代 表 者

設　　立

本　　社

H  P

資 本 金

社 員 数

事業内容

東浜商事株式会社

TOHIN SHOJI CO., LTD.

代表取締役社長　浜崎泰史

1963年（昭和38年）1月31日

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町
2-20-7 水道橋西口会館ビル5Ｆ
TEL 03-3230-3426　FAX 03-3230-3420

https://www.tohin.co.jp

1,000万円

33名

・東浜工業株式会社製製品の販売
・環境関連機器製品の販売
・上記に関連する輸出入並びに開発

株式会社長谷川鋳工所

英　　名

代 表 者

設　　立

所 在 地

H  P

資 本 金

事業内容

HASEGAWA FOUNDRY CO.,LTD.

代表取締役会長　浜崎泰史
取締役社長　長谷川善一

1941年3月

〒332-0015 埼玉県川口市川口1-5-14
TEL 03-3230-3426　FAX 03-3230-3420

http://www.hasechuw.co.jp/

1,500万円

・建築衛生設備資材の製造販売

東浜コリア
英　　名

代 表 者

設　　立

所 在 地

EM A I L

資 本 金

社 員 数

事業内容

TOHIN KOREA CO., LTD.

会長　浜崎泰史
代表理事　李典奎

2016年8月 

#534,Migun Techno World 2,
187 Techno 2 ‒ ro Yuseong-gu,
Daejeon, KOREA

info@tohinkorea.co.kr 

3億ウォン

4名

・ブロワ及び原材料の輸出入販売
・排水処理関連事業 

百事徳機械（江蘇）有限公司
英　　名

代 表 者

設　　立

所 在 地

H  P

資 本 金

社 員 数

事業内容

B-TOHIN MACHINE (JIANGSU) CO., LTD.

董事長　謝維民

1994年11月

中華人民共和国江蘇省宜興市
環保科技工業園永安西路
TEL 0510-87061341
FAX 0510-87061340

http://www.bk.com.cn

8000万人民元

260名

・ブロワの製造販売及び輸出入販売
・排水処理関連事業

東浜ベトナムインダストリー
英　　名

代 表 者

設　　立

所 在 地

H  P

資 本 金

社 員 数

事業内容

TOHIN VIETNAM INDUSTRY CO., LTD.

会長　浜崎泰史
General director　伊藤円

2015年9月

Lot I -10-3, D6 street, Sai Gon
Hi-tech Park, Long Thanh My ward,
District 9, Ho Chi Minh city, Viet Nam

http://www.tohin.vn

100万米ドル

25名

・ブロワの製造販売及び輸出入販売
・排水処理関連事業

2019年11月現在


