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G A S T R O N I CT R O N S

豊かな社会づくりに貢献する、
産業用ガスのトータルシステムをご提案します。

社会を支えるエネルギー源や幅広い産業用途に、なくてはならないガス。

その安全で効率的な提供のためには、エレクトロニクスを応用した高度な供給制御システムが必要です。

東横化学は、19 5 2年の創業以来、「ガス」と「エレクトロニクス」を融合した「ガストロニクス」により、

多様な製品の開発・製造技術を支える産業用ガスのトータルシステムを提案しています。

東横化学は、「ガストロニクス」による技術革新をさらに進め、

お客様と社会のキタイに応える新たな価値を創造していきます。

G A S E L E C T R O N I C S
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ガスを安全に届ける、
制御する、処理する。
産業用ガスのあらゆる領域が
事業分野です。

半導体
関連装置／
ガス関連機器

エンジニア
リング

ガス

住設・
防災機器

監視制御
システム
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「ガストロニクス」の技術革新を加速し、
産業用ガスに関わる
あらゆるニーズにお応えします。

T O P  M E S S
　東横化学の使命は、「ガストロニクス」による技術革新を進め、安全を第一

として、お客様と社会に新たな価値を提供することです。「ガストロニクス」と

は、６０年の歴史をもつ東横化学ならではの考え方で、私たちの事業を方向づ

ける二つの意味をもっています。

　一つ目は、ガスの制御技術にエレクトロニクスの知見を融合させることです。

用途に応じて、安全に効率的にガスを供給するためには、高度な制御システム

が求められます。用途に応じたガスの性質を熟知し理解した上でエレクトロニク

スによる完璧な制御を追求していく。このような技術革新の方向性が「ガストロ

ニクス」です。

　二つ目は、ガスの供給技術を進化させ成長させることです。現在、東横化学

が提供するガスの多くは半導体、液晶、太陽電池、LEDなど、エレクトロニクス

分野を中心に活用されています。製造される液晶画面の大型化や、半導体

ウェハの大口径化とデバイスの微細化に伴い、ガスの供給方法は多様化し、

新たな供給技術が求められています。製品レベルの高度化などに対して最も適

したガスの供給技術をご提案することで、この分野の成長とともに、私たちの事

業も拡大してきました。これからも、エレクトロニクス分野を中心に、お客様ととも

に成長していくという意味が、「ガストロニクス」という言葉に込められています。

　「ガストロニクス」の事業コンセプトに基づき、東横化学は供給設備の設計・

製作から､据付配管工事、ガスの販売、保安システム、排ガス処理設備、回収

リサイクル設備の設計･施工にいたる、入口から出口まで一貫したサービスで、

お客様がガスを活用する全てを解決します。

　有害･危険なガスを安全に活用するためには、専門のノウハウが求められま

す。ガスをものづくりに活かすためにも、高度な技術が必要です。東横化学は、

６０年におよぶノウハウの蓄積と「ガストロニクス」による技術革新を活かし、ガ

ス供給トータルシステムの構築・設備の設計･施工に加え、ガス設備の運転、

保守点検、メンテナンス業務等、ガスを安全にお使いいただくための供給管理

業務を受託しています。トータルガスマネジメント（TGM）で産業用ガスに関する

あらゆる技術とサービスを提供します。

　また、「ガスを使ってこんな効果を狙いたい、こんなものづくりを実現したい」と

いう、お客様の多様なニーズにお応えするコンサルティング活動や、現場の課

題を速やかに解決すべく、営業部門、技術部門、製造部門の連携体制も整え

ています。私たちの事業は、産業に不可欠なガスを安全に安定供給するインフ

ラビジネスの一つといえます。そこに、お客様のニーズに応えるコンサルティング

力、サービス力を加えることで、一層の価値創造と事業拡大を図っています。

時代とともに成長する
「ガストロニクス」という事業コンセプト。

供給設備の設計からリサイクルまで。産業用
ガスのトータルソリューションを提供します。

P H I L O S O P H Y
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A G E

加藤高広
代表取締役社長

　日本経済のグローバル化とともに、私たちのお客様である製造業の海外進

出も加速しています。東横化学では、お客様の製造ラインの海外展開に応える

ため、いち早く海外に進出しエレクトロニクス産業向けに特殊ガスの供給から

排ガス処理までの一貫施工を受注しています。中国では、すでにコアエンジニ

アを日本で育成し“現地化”を実現しており、TGMの実績をもつオンリーワンの

日本企業です。今後もお客様のニーズにお応えし、世界各地でトータルガスソ

リューション事業の展開を進めていきます。

　また、半導体、液晶、太陽電池、LED等の分野への対応により、ガス応用技

術の拡大が進んできました。ガスを応用できる新たな産業分野を拓いていくこと

も、私たちの重要な使命です。そのため、R&Dや産学協同研究にも力を入れて

います。また、ベンチャー企業などとの技術提携やアライアンスも進めており、

「ガストロニクス」を駆使して将来の技術と市場を育んでいきます。

　ガスを産業や社会に役立てるため、新しい価値を提供し続ける。東横化学

は、お客様の“キタイ”にお応えしながら、より豊かな未来を創造していきます。

ガスの応用技術と一貫サービスを、
世界へ、未来へひろげたい。 「ガストロニクス」による

技術革新をすすめ
安全と新たな価値を創造し
豊かな社会造りに貢献します。

1 .高度な品質と安全の提供

1 .新規需要と商品の開拓

1 .活力ある人間集団の形成

経営理念

経営方針

※「ガストロニクス」とは、当社の事業の柱であるガスと
エレクトロニクスを合体した造語です。
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供給装置
当社の供給装置は、特殊材料
ガスを安全に保管し、安定して
供給することから生まれました。
豊富な経験と実績をもとに、
業界のハイレベルなニーズに
応えています。

産業用ガスの入口から  
お客様のニーズに応え、産業用ガスの供給から除害、リサイクル、防災、環境対策までを一貫してカバーする。

トータルガスマネジメント（TGM）は、産業用ガスに半世紀以上の実績をもつ、東横化学ならではのサービスです。

お客様の工場建設にあわせて、必要な設備の調達や据付け、立ち上げまでを一括して受託。

安全管理や日常点検のための技術者の常駐、行政への届け出や安全教育も承ります。

特別なノウハウが必要なガスの取り扱いをアウトソースすることで、

設備管理のコスト軽減や生産の効率化を実現できる。それがTGMのメリットです。

ガス／薬液
幅広い分野で使用される
多種多様なガス／薬液を、
高い品質で安全に安定し
てお客様へお届けします。

精製装置
ガス種、精製方式、ガス流
量、コストなどのお客様の
条件にあわせた最適な精
製装置を選定し、提案して
います。

集中監視盤

H2発生装置

特殊ガス配管

特殊ガス供給室

N2発生装置

オンサイトプラント

コールドエバポレータ

分析装置

T O T A L  G A S  M A N A G E M E N T
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出口まで

配管／バルブボックス
ガスの供給には、レイアウト
配管及びバルブボックスが
欠かせません。ご要望にあ
わせた最適配管及びオー
ダーメイドのバルブボック
スの提供が可能です。

耐震金具／マット
大地震の際にも被害を抑えま
す。また、壁や床に穴をあける
必要がないため、建物強度を損
なうことなく耐震化が可能で
す。用途に応じた各種の耐震金
具／マットを販売しています。

集中監視システム
ガスの安全、安定供給を
監視・管理するためのガ
ス監視システムを構築し
ます。また、パッケージシ
ステムの販売も行ってい
ます。

プロセス装置
当社のプロセス装置は、ガス取り
扱いのノウハウにより確立されま
した。各種分野・プロセスに幅広く
対応できます。また、周辺付帯設備
を含めた対応も可能です。

除害装置
除害の処理方法は多種多
様です。そのなかで、お客
様の条件にあわせた最適
な除害装置を選定し、提
案しています。

生産エリア

スクラバー

バルブボックス

アニール炉

CVD装置

排ガス回収リサイクルシステム

備備
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ガス・薬液
東横化学が提供するガスは、半導体、エレクトロニクス、自動車、食品など一般産業用から、
医療、航空宇宙、エンターテイメント分野で使われるスモークまで、幅広い分野で活用されています。
ボンベやタンクなど求められる量や用途に応じた供給スタイルや、高品質を最大限に活かす適用技術とともに提供します。

パソコン、テレビ、携帯電話といった
身近な電子機器に組み込まれてい
る半導体・液晶。その製造には多く
のガスが使用されています。

半導体・液晶

SiH4 NF3 WF6

TCS Cl2 TEOS

クリーンエネルギーとして開発が進
んでいる太陽電池。その種類に応
じて、様々な特殊材料ガスや薬液
が使用されています。

太陽電池

H2Se TMB SiH4

DEZn POCl3 Ar

ランニングコストが安く、長寿命な次
世代照明として注目されている
LED。製造工程では高純度アンモ
ニアや有機金属といった特殊な材
料が使用されています。

LED

NH3 TMG TMI

TMA AsH3 PH3

光ファイバーの芯材の形成、加工
には四塩化ゲルマン、四塩化ケイ
素、ヘリウムといった様々なガスが
使用されています。

光ファイバー

O2 N2O He

Xe N2 CO2

高温を必要とする金属の溶接、切
断。その際の燃料源や切り口の酸
化防止にガスが使用されています。

工業

O2 CO2 Ar

H2 C2H2 C3H8

酸素マスクに使用される酸素、MRI
に使用されるキセノンやヘリウムな
ど、医療分野でも様々なガスが貢献
しています。

医療

SiCl4 GeCl4 SiF4

H2 O2 He

P R O D U C T S
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燃焼式

吸着式

プラズマ分解式
排ガス処理装置

加熱分解ヒーター式

湿式

触媒式

難分解性ガスを大気圧／真空下において、プラズマ分解処理します。

安定的な熱源であるヒーターにより、加熱分解処理します。

水溶性ガスを処理します。
工場最終スクラバーとしてもご提案可能です。

環境負荷の低い処理です。
触媒は永続的に利用可能でランニングコスト削減へ貢献します。

高処理効率・少ユーティリティがメリットです。
排ガス条件によっては、加熱式と組み合わせる場合もあります。

大流量・複数ガス処理に適します。
24時間連続稼働工場で多数採用されています。

トータルガスマネジメント
エンジニアリング

高集積化、微細化が進む半導体デバイスをはじめ、液晶、太陽電池、LEDなど
多様な製造ラインへのガス供給から運用・処理まで、一貫したシステムで対応。
お客様のニーズにあわせたガスの供給形態や各種除害装置を用意しています。

供給形態

除害装置

各種工事対応

排ガス条件からお客様のニーズに

合わせた最適システムを構築します。

生産設備除害、VENT除害、

緊急除害、バックアップ構成など

あらゆるご相談を承ります。

特殊材料ガスを安全に安定供給し
ます。エコロジー・低価格をコンセプ
トに、豊富な実績で、お客様のニー
ズにあわせた手動、自動の各種対
応が可能です。

液体材料の取り扱いにおいて、小
型容器から大型容器まで対応しま
す。また、各種ベーパーライザーなど
も取り揃えています。

カードル、トンコンテナ、ISOコンテナ
といった大型容器においても、大量
供給が可能な供給設備を取り揃え
ています。

ガス発生装置や回収リサイクルシ
ステムの、プラント建設から管理業
務までを請け負います。

シリンダーキャビネット 液体材料供給 特殊材料ガス大量供給 オンサイトプラント

真空配管工事

排気配管工事

フックアップ配管工事

緊急除害配管工事

配線ラック工事

計装配線工事

排気ダクト工事
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FOUP／キャリア洗浄機（Brooks CCS／ドイツ）CCS／ドイツ）

エレクトロニクス関連装置
東横化学は、半導体製造用ガスに関する豊富な技術とノウハウを活かした独自の半導体関連装置を開発し、販売しています。
CVD装置や酸化装置、プロセス装置と付帯設備など、装置単体の施工から一貫したプロセスの構築まで、自在に対応。
パワーデバイス用の超高温熱処理装置など、最先端の技術も提供しています。

ガス供給には、レイアウト配管及びバルブボックス
が欠かせません。当社では、これまでの実績を活か
し、ご要望にあわせた最適配管及びオーダーメイド
のバルブボックスの提供が可能です。

長年に亘る超高純度／超高温熱処理技術の蓄
積を結集し、最新のSiCパワーデバイス用量産装
置から研究機関、大学等の個別のご要望にお応
えするオーダーメイド制作まで幅広く対応します。

スラリー液を並列供給方式により安定供給しま
す。スラリー液、酸化剤の高精度な調合機能、濃
度管理システムの他、各種豊富なオプション機能
を追加できます。

ナノレベルの微細化に対応するFOUP／キャリ
ア洗浄機をはじめ、革新的な技術をもったドイツの
半導体装置メーカーBrooks CCS社（旧DMS
社）。そのフィールドは、ヨーロッパ・アメリカ・アジ
アと全世界へひろがっており、多数の納入実績を
誇ります。
当社は日本における代理店として販売・サービス
を提供しています。

供給装置（ガス）
・シリンダーキャビネット

・ガスパネル／バルブボックス

・バブリングユニット

供給装置（薬液）
・スラリー供給装置

・薬液希釈供給装置

・濃度管理ユニット

・定流量制御ユニット

・純水昇圧装置

プロセス装置
・SiC活性化アニール装置

・SiC酸化／酸窒化／アニール装置

・Si／GaN酸化／拡散装置

・LPCVD装置

・スパッタリング

・FOUP／キャリア洗浄機（Brooks CCS）

・ウェハストッカ（Brooks CCS）

・レチクルストッカ（Brooks CCS）

・レチクルチェンジャー（Brooks CCS）

検査装置
・ガス分析装置

・He リークディテクタ 

取り扱い装置一覧

超高温熱処理装置シリーズスラリー／薬液供給装置

シリンダーキャビネット ガスパネル／バルブボックス

設計から製作、検査までを一貫して行うことによ
り、誰にでも間違いのない操作を約束する高い安
全性を実現しました。また、各種法令申請にも対
応します。

P R O D U C T S
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火災警報器

湯沸かし器エアコン

ファンヒーター

耐震マット

機器関連
優れた性能と高い信頼性が要求される半導体、液晶、太陽電池、LED業界などのニーズにお応えするために、
世界から選りすぐった製品を自信をもってご提案しています。
また、東横化学が培った経験・技術力・サービスを十二分に発揮し、お客様のご要望にお応えします。

産業用ガスを通して培った技術とネットワークを活かし、
快適で安全なくらしに貢献する住設機器をお届けしています。
特に燃料電池や太陽光発電は、
東横化学が高品質な産業用ガスを供給することで、高い発電効率を実現した製品。
省エネと豊かなくらしを両立する製品を、これからも提案していきます。

住設機器

AP Tech社は、超高純度用途から産業用途まで幅広
い製品群をもち、お客様のアプリケーションに応じた製
品を提供しています。

光学方式によるセンサです。メンテナンス性に優れ、酸・ア
ルカリなどの腐食性液体にも対応可能です。様 な々状況
に応じて幅広くご使用いただけます。

AP Tech
・圧力調整器

・バルブ

・バキュームジェネレーター

・逆止弁

・フロースイッチ

漏液センサ類
・漏液センサ

・本質安全防爆漏液センサ

・液検知センサ

真空機器
・真空ポンプ・真空計

・真空バルブ

・真空配管部品

取り扱い機器一覧

システム
キッチン

太陽光発電
ユニットバス

燃料電池

給湯機器

床暖房

圧力調整器／その他機器（AP Tech／USA） 漏液センサ／液検知センサ（東横化学）
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R & D

Si（シリコン）半導体を超えるパワーデバイスの材

料として、SiC（シリコンカーバイド）が注目されてい

ます。SiCは、電力効率に優れ、電気製品や自動

車に応用すれば省エネやコンパクト化が可能。東

横化学は、このSiCデバイスの性能を左右する超

高温熱処理技術の産学協同研究に取り組み、

量産装置の実用化を達成しました。

SiCパワーデバイスは、すでに電気自動車のモー

ターや次世代家電に採用されており、幅広い分野

で東横化学の研究成果が活かされています。

医療と環境の未来について、東横化学では、超

高精度3Dプリンタを利用した最先端のセンシング

技術の開発を行っています。例えば、

・工場の設備からの危険な薬品の漏れを一滴から     

検知できるセンサ

・その一滴の液の種類を判別し、作業をより安全

なものとすることができるセンサ

・わずかな量の涙から血糖値を測定し、糖尿病を

 早期に判断する医療用のセンサ、など。

大学や医療機関と共同で研究開発に取り組み、

超高精度な3Dプリンタを用いて商品の試作を加

速させます。

省エネを加速するS i Cの
超高温熱処理技術。

センシング技術からみた
医療と環境の未来

「他社がやらないこと」が開発の出発点。
これからの産業を支える
研究成果が生まれています。
産業界の動きをみつめ、他社がまだ取り組んでいない未踏の可能性にチャレンジするのが、東横化学の研究開発です。

本社工場内にクラス100レベルのクリーンルームや核磁気共鳴（NMR）など最先端の設備をもち、

半導体関連装置の開発や、毒性をもったガスの安全な供給技術など、製品化・事業化を前提としたR&Dに取り組んでいます。

また、国公立や民間の研究機関との共同研究も積極的に推進しています。こうしたコラボレーションや、

当社独自の研究開発から、これからの産業に欠かせない最先端の研究成果が生まれていきます。

1

2

研究開発事例

研究開発事例
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お客様とともにひろがる、東横化学のグローバルネットワーク。

お客様の海外展開とともに、
トータルガスマネジメントを
世界へひろげます。
お客様の海外生産にあわせ、

東横化学では1984年から海外進出をスタートしました。

お客様の製造ラインの海外展開に応じて、

世界各地で日本と同じ品質の産業用ガスの一貫供給システムをひろげ続けています。

“現地化”を基本に、現地の技術者を育て、現地で生産したガスを用いた

トータルガスマネジメントを推進。

半導体などの従来分野に加え、太陽電池や液晶、

LEDなど新分野へのグローバルな進出を図ります。

2002年、中国での半導体・液
晶製造装置向けガス供給設
備の拡販・メンテナンスを目的
に東横気体設備（上海）有限
公司を設立。

2006年、シンガポールに支店
を開設。急伸する東アジア半導
体・液晶市場を積極的に開拓。

Singaporeシンガポール

2014年、台湾でのサービス向
上と営業活動の充実を図る
為、台湾支店（新竹）を開設。

Taiwan台湾（新竹）

1984年、アメリカでのガス用機
器・半導体製造装置の輸出入
を目的にカリフォルニア州に
TYK, Inc.（現地法人）を設立。半
導体製造用装置類のメンテナン
ス及び海外情報収集を開始。

Californiaアメリカ（カリフォルニア）Shanghai中国（上海）

G L O B A L  N E T W O R K

2013年、インドネシア並びにア
セアン地域での営業活動強化
と販売拡大の為、現地法人
「PT.TYK GAS INDONESIA」
を設立。

Indonesiaインドネシア
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CSR行動指針

私たちは、私たちは、
ガスの安定供給を通して、ガスの安安定定
社会的責任を果たします。社会的責責任
東横化学が供給するガスは、社会を支えるインフラそのものです。私たちは、高度な安全性を維持し、

環境への影響に配慮しながらガスを安定して供給し続けることで、企業としての社会的責任（CSR）を果たします。

CSR行動指針に基づき、全社が一体となった品質・安全衛生活動や環境保全に努めていきます。

優れた品質と高い安全性・信頼性をもった製品を提供するため、品質マネジメ

ントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得。経営方針の一つであ

る「高度な品質と安全の提供」を品質方針と定め、開発・設計から出荷・納入・

アフターサービスにいたる全工程で品質管理活動を展開しています。

I SO9001に基づく品質管理。

1993年、東横化学の製造本部は通商産業大臣（現・経済産業大臣）より、高

圧ガス保安法関係省令の技術基準に基づいて高圧ガス設備を製造し自ら試

験等を行うことが適切である事業所として大臣認定試験者に認定されました。

この認定にあたっては高度な技術水準と品質管理体制が求められており、東

横化学は認定事業所として日々技術と品質管理の向上に努めています。

経済産業大臣による
高圧ガス認定事業所。

環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001認証を取得し、全ての工程

で省エネルギー、省資源、廃棄物削減などの活動を推進しています。また低炭

素社会への取り組みとして環境省の「Fun to Share」への参画、長年培って

きたガスのスペシャリストとしての経験を生かしたSDGs（持続可能な開発目

標）の達成への貢献など豊かな

社会づくりを念頭においた企業

活動を行っています。

健康や環境を守る
安全安心な社会づくりに貢献。

東横化学株式会社は「ガストロニクス」による技術革新をすすめ安全と新

たな価値を創造し、豊かな社会造りに貢献します。

そのため、以下の指針に基づいた行動を行い、ステークホルダーからの信

頼を高めることで社会的責任を果たします。

基本理念

指針

法令を遵守し、立法の趣旨を理解した企業活動を行います。
企業倫理を遵守し、社会的良識に従って行動します。

1 .企業倫理遵守

高品質で安全な商品・サービスを提供し、顧客から高い信頼を得ることを
目指します。
顧客から得た情報を適切に管理し、セキュリティを確保します。

1 .顧客志向

人権を尊重し、従業員の能力が最大限に発揮できる活力ある人間集団の
形成を実現します。
安全で健康的な職場環境を確保し、整備します。

1 .人権・安全衛生

良き企業市民として、社会の発展に貢献できるように努めます。

1 .社会貢献

環境負荷の低減を追求する企業活動を行い、積極的に環境保全の取り
組みを進めます。

1 .環境保護

C S R
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より詳細な情報を、東横化学のホームページでお届けしています。ぜひご覧ください。

https://www.toyokokagaku.co.jp/

東横化学株式会社 本社



〒211-8502　神奈川県川崎市中原区市ノ坪 370
TEL：044-422-0151（代表） 2019.08,1000

東横化学株式会社




