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“はかる技術”で地球の未来に貢献
流量計・液面計の専業メーカー

〒105-8558　東京都港区芝公園1-7-24　芝東宝ビル
TEL 03-3434-0443 人事部

技術

営業

その他



私たちの生活を支える製品の多くには半導体が使われています。半導体の製造には超純水が使われ、その流

量コントロールにはクリーン度はもとより高精度な計測技術が要求されます。東京計装では、いち早くこの分野

に着目し、世界初の専用流量計を世に出し、この分野で世界トップクラスのシェアを築いています。

ジェット燃料は高い燃焼性が求められるため成分規格が厳しく高価で、その貯蔵量管理には高精度な計測技術

が求められます。また安全面においても厳しい規格基準を満たす技術力と専門知識が要求されます。東京計装が

半世紀に渡る実績により築き上げた信頼が空港と言う重要施設でも製品を採用して頂ける要因となっています。

高層ビルやショッピングモールなどの大規模施設の空調設備には温水や冷却水を流す配管があり流量計が使わ

れています。最先端の空調設備では地球温暖化に配慮するためにカロリー数値によりエネルギー消費を管理す

る流量計が使われており、皆さんが知っている某伝統芸能劇場にも東京計装の流量計が使われています。

液面計が活躍している現場は陸上だけではなくタンカーにもたくさん使って頂いています。舶用製品の技術者は世

界中のドッグに出掛けて行きますが嵐の影響で予定通りにドッグ入りしないこともしばしばあるそうです。限られたス

ケジュールの中で取付や調整、修理を行わなくてはなりませんので高い専門知識とともに豊富な経験が必要です。

ラジエータは自動車エンジンの温度を正常に保つための冷却装置です。過酷な状況下においてもエンジン温度

を正常に保たせることで快適な走行を実現させるだけではなく、燃費やエンジンの寿命にも影響する重要な装置

です。この高性能化が要求される研究開発の現場では東京計装の風速測定システムが使用されています。? ?

石油を輸入に頼る日本では国内

に１０ヶ所の国家石油備蓄基地を

設けて大量の石油を備蓄していま

す。その多くには東京計装の計

測機器が採用されており、ジャン

ボジェット機がすっぽりと入ってしま

うほど巨大なタンク群の貯蔵量

データは当社のデジタルタンク監

視システムで管理されています。

最大測定範囲 60メートル
人と並んでみると、こんな感じです。
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流量計や液面計はビール工場でも使われています。たとえば充填機用流量計は１分間に2,000本の缶ビールを充填

するラインで稼働していますし、原液の貯蔵タンクには高精度の液面計が装備され品質や味の管理に役立っています。

その他、日本酒、ウィスキー、お醤油、食用油など、さまざまな食品分野でも東京計装の計測技術が活躍しています。

ＬＮＧタンク用液面計
ＦＷ９０００Ｎシリーズ／最大測定範囲６０Ｍ

フィードバックコントローラ
（超音波流量計）

活躍する分野
半導体・液晶製造

環境・省エネ・空調・水処理

食品・飲料・医薬品

石油・石油化学・船舶・自動車

活躍する分野
半導体・液晶製造

環境・省エネ・空調・水処理

食品・飲料・医薬品

石油・石油化学・船舶・自動車

東京計装の技術
何をはかっているの？

東京計装の技術
何をはかっているの？
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たとえば……
エンターテイメント施設の空調設備をカロリーで管理

たとえば……

自動車の研究開発にも貢献

たとえば……

半導体の製造に欠かせない超純水

たとえば……
航空機用の燃料タンク

たとえば……

陸上タンクゲージ
巨大なタンク群をデジタルで監視・管理 !

たとえば……

舶用タンクゲージ
世界中のドッグが現場です!

空港にも｢はかる｣技術が ！

スマホにも｢はかる｣技術が ！

環境配慮にも｢はかる｣技術が ！

ラジエータの開発にも｢はかる｣技術が ！

たとえば……
１分間に2,000 本のビールを充填（350ml 缶）

ビール工場にも「はかる」技術が ！

計器室

計器室制御
フィールド情報

上位コンピューターシステム

タンクデータ受信計

CRT受信計

ＦＷ９０００Ｎ
スーパーインテリジェント
タンクゲージ

（液面値／液温値／圧力／液位警報／バルブ開度／漏油情報　ほか）

（液面計コントロール信号／液面計パラメーター設計／バルブコントロール信号　ほか）



会社概要海外ネットワーク

白山事業所
（ＪＲ横浜線鴨居駅から徒歩１５分）

横浜工場とは徒歩５分の好立地にあり最上階
のオープンテラスは憩いの場となっています。

横浜工場
（ＪＲ横浜線中山駅から徒歩１５分）

東京計装の創世記からお客様の「はかる」ニーズ
にお応えしてきた主力工場です。近隣には横浜分
工場や白山事業所を従えて、製造・技術・営業
など３００名を超える陣営が活躍しています。

沖縄工場【沖縄東京計装㈱】

3.11 による横浜工場の計画停電への
緊急対応で新設した工場です。なんと
７月１日からの稼働を実現させて製品供
給の不安を解消させました。迅速かつ
的確な経営判断は称賛されマスコミでも
多く取り上げられました。

TOKYO KEISO KOREA CO., LTD.

TOKYO KEISO TAIWAN CO., LTD.

TOKYO KEISO (SHANGHAI) CO., LTD.

TOKYO KEISO (BEIJING) CO., LTD.

TOKYO KEISO (XIA MEN) CO., LTD.

TOSIN DEVELOPMENT CO., LTD.
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　TOKYO KEISO INSTRUMENT CO., LTD.
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TOKYO KEISO ASIA PACIFIC PTE LTD.
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（シンガポール）

（マレーシア）

（インドネシア）
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（オランダ）

TK FLOW ENGINEERING CO., LTD.

NIKKEI INSTRUMENT MFG. CO., LTD.

NISSOKU High-Tech CO., LTD.

TOKYO KEISO (THAILAND) CO., LTD.

TOKYO KEISO (ZHANGZHOU) CO., LTD.

CHONGQING ENDURANCE &

　TOKYO KEISO INSTRUMENT CO., LTD.

（韓国）

（台湾）

（台湾）

（タイ）

（中国）

（中国）

McCROMETER, INC.

KROHNE MESSTECHNIK GmbH

（米国）

（ドイツ）

海外販売会社 海外生産会社

提携先

販売代理店
中国・インドネシア・フィリピン・ベトナム・インド・カナダ・ドイツ・

フランス・オランダ・ベルギー・イタリア・フィンランド・ハンガリー・

南アフリカ・カタール・オマーン・クウェート・UAE

国内ネットワーク
本社、横浜工場、横浜分工場、白山事業所、営業所（１２ヶ所）、
水戸工場（法人化）、沖縄工場（法人化）、福島工場（法人化）

仙台営業所

名古屋営業所

大阪営業所

静岡営業所

茨城営業所
水戸工場

横浜工場
横浜分工場

白山事業所
横浜営業所

富山営業所

長野営業所

岡山営業所
徳山営業所

北九州営業所

熊本営業所

本社

沖縄工場
〈沖縄東京計装（株）〉

私たちは流量計・液面計を主体とする流体計測機器の専業メーカーとして、

幅広い産業分野に「はかる」技術を提供しています。世界に誇る最先端技術

を有する「半導体・液晶分野」、地球温暖化対策に向けた貢献を行う「環境・

燃料電池・電力・空調分野」、私たちの暮らしと深い関わりを持つ「食品・医薬・

バイオ分野」、そして生活基盤を支える「石油・石油化学・船舶・自動車分野」

など、多彩な分野において「はかる」技術は重要な役割を担っています。

本社（港区役所の真裏）

東京計装の本社は東京都港区芝公園 1 丁目。
窓からは東京タワーや六本木ヒルズが間近に見え
る、都心の通勤に便利な場所です。このあたりは
緑が豊かな場所で、昼休みなどは芝公園や増上
寺の境内を散歩するのも気持ちが良いものです。
春にはライトアップされた東京タワーのもとで夜桜を
楽しめます。

創 業

代 表 者

事 業 内 容

主な登 録・認 定

1954 年 11月18日

代表取締役社長 杉 時夫

1) 各種流量計測機器の製造、販売および保守
2) 陸上用、船舶用液面計測機器の製造、販売および保守

1) ISO9001 認定（JQA-2172）
2) ISO14001 認定（EC07J0029）
3) 高圧ガス試験製造認定事業所
4) 計量器製造事業登録事業所
5) NK 舶用事業所認定

営業所（仙台、富山、長野、茨城、横浜、静岡、名古屋、大阪、
岡山、徳山、北九州、熊本）

創業以来の直販方式の経営方針に則り、国内１２ヶ所に営業
所を配置して受注からアフターサービスまでお客様のニーズに
迅速にお応えしています。



東京計装では入社３年以内の離職はあまりありません。それは採用時に何をやりたいのか、じっくりヒアリングし、将来の希望を叶える

ための勉強期間として３年を過ごしながら、教育プログラムと自己啓発に取り組むからです。そして５年目にはキャリアプランやライフプ

ランをテーマにした研修で成長をアシストします。目標があるからこそ、充実した、やりがいのある毎日を過ごせる。アットホームな社風

のなかで、いずれ世界で通用する人になっていただきます。

いつの時代でも平坦な道程ばかりではありません。逆境の時

こそ力を発揮できる。前へ進むことができる力強さが必要です。

技術職、営業職など、理系文系ともに女性が活躍する仕事

は広がりを見せています。

東京計装の仕事教育プログラム

バイタリティ ！

女性の活躍 ！

採用ステップ

（新入社員育成プログラム）

求める人材像

または就職サイトで

エントリー
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技術職
製品開発

５年目
フォローアップ研修

３年目
フォローアップ研修

２年目
フォローアップ研修

入社時研修＆
工場実習

６ヶ月後
フォローアップ研修

内定者セミナー

部門教育（OJT）

自己啓発支援プログラム
    各種　専門セミナー（技術・製品・英会話）
    通信教育支援制度
    資格取得支援制度
    TOEIC　IPテストの社内実施

OJT強化プログラム
新入社員指導員係制度（マンツーマン）

導入教育プログラム

入　

社

自己啓発強化プログラム

http://www.tokyokeiso.co.jp/

新製品の開発こそ企業活動とその永続の根幹です。
機械、電気電子、情報通信、物理などの広範な
知識と経験を結集して研究開発を展開しています。
ハードからソフトまで、お客様のさまざまなニーズにお
応えする。まさにチャレンジと創造の分野です。

機械設計・生産技術
受注製品を図面化して製造手配する司令塔的な設
計。製品開発を具体化する設計。製品改良を推進
する設計。社内の生産設備を構築する設計。とて
もクリエイティブな仕事です。もちろん海外の自社工
場と連携する案件もあるので海外生産に関するグ
ローバルな専門知識も必要です。

営業
国内営業
東京計装の営業は直販方式で、誰もが知っている
大手企業が主なお客様の、ＢtoＢのルート販売です。
直販方式のためお客様から頂くさまざまな声に技術
陣と協力して誠実にお応えしていくことも大切な仕事
のひとつです。当然、文系だけではなく理系の方も
たくさん活躍していますし、先端産業の「はかる」ニー
ズと直接ふれ合うグレードの高い仕事です。

海外営業
東京計装は日本の流体計測機器メーカーのパイオニ
アとして、世界規模で無くてはならない会社となって
います。海外の直営販売会社や代理店網と協業し
ながら世界中のさまざまな産業の「はかる」ニーズに
お応えする、出張をベースとした営業活動をしていま
す。英語力はもちろんですが、異文化や食べ物にも
慣れ親しめるタフな心と身体が必要ですね。

その他
製造現場
東京計装のモノづくりは“丁寧”です。少ロット多
品種の生産現場ではほとんどが人の手により作られ
ていて、旋盤や溶接、組立、測定、検査など、さ
まざまな工程にたずさわる人たちの真摯さが品質に現
れ、高いレベルの品質を長期間、安定的に継続で
きる所以となっています。そして改善活動を日常的に
行うことで更なる品質の向上や納期短縮化を目指す
とともに、環境に関する規制や配慮が求められる今
日においてさまざまな取り組みがなされています。

メンテナンス
東京計装は信頼される製品を安定供給し続けること
で“なくてはならない会社”として高い信頼を得てい
ます。お客様の大切な設備が稼働する間、ずっとサ
ポートし続けることが私たちの使命であり誇りなので
す。各営業所にメンテナンス要員を配置することで
迅速に対応する体制を整え、大災害時にもエネル
ギー供給施設などの復旧にいち早く貢献しています。

● 直販方式

● 豊富なラインナップと優れたサポート体制

● ニーズに的確に対応する製品開発


