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Best Service
Best Product

お客様一人ひとりにとってのNo.1企業でありたい
お客様をサポートする最良のパートナーをめざし、
ベストサービス・ベストプロダクトを提供します。
お客様の満足度向上のため、
たえず創造し、努力し、挑戦する会社であり続けます。

ごあいさつ
当社は、1982年の創業以来、建材関連に特化した事
業を展開し、お客様とともに成長してまいりました。お
客様の満足度の向上を深く追求し、低価格かつ高品
質なサービスの提供を常に心がけております。
また、環境問題が叫ばれる昨今、「企業として何ができ
るのか？」を常に考え、環境に配慮した企業活動をおこ
なってまいります。今後もお客様に満足と笑顔を提供
できるよう、常にサービスの改善に取り組むとともに、
当社の長期安定的な成長と発展を遂げるため社員一
丸となり事業運営を行っていく所存でございます。
今後とも、より一層のご理解、ご支援を賜りますようお
願い申し上げます。

代表取締役社長　服部 俊樹

事業内容
● エクステリア製品の製

造

● 生コンクリートの製造
・販売

● コンクリート用骨材の
製造・販売

● 公共用ウッドデッキの
設計・施工

● 防犯・複層ガラスの製
造・販売

● 石油類の販売
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Exterior
すべてはお客様のために
ニーズが生んだ技術力

高品質なエクステリア製品を通して
人と自然の共生を提案

当社の中核であるエクステリア事業は、大手エクステリア
メーカーへのOEM供給をはじめ、お客様のあらゆるニー
ズにお応えするべく鋭意努力を続けてまいりました。その
結果、アルミ形材の曲げ加工の量産技術では内外の注目
を集めるに至りました。また、アルミ形材と天然木材を使
用した複合商品の製造に取り組み、天然木材を使用した
エクステリア商品の量産技術では高い評価を得るととも
に、近年、天然木材に代わる新素材として注目される人工
木材を使用した商品の製造も開始いたしております。

人工木材製品
木粉を50%以上使用し、資源の有効活用に
配慮した次世代の新素材です。天然木材に
比べ、腐食・虫害が起こりにくく、割れや反
り、ささくれがきわめて少ないのが特徴で
す。

天然木材製品
当社が取り扱う天然木材は、すべて人工乾
燥をおこない徹底した含水率管理を実施い
たしております。特に、南米産硬質木材は非
常に硬度が高く、伸縮、膨張、割れ、反りが起
こりにくいのが特徴です。

アルミ製品
高精度のアルミ押し出し形材を使用し、多種
多様な加工を行っております。取扱い原材料
は2000種、部材は4000種以上。独自の生
産管理システムを活用し、受注・生産・在庫・
出荷管理の一元管理を実現しております。

サンディング
そのままでは無機質な原材料に
サンディング加工を施すことによ
り、天然木材に似た風合いを出す
ことができます。さまざまな断面
形状に対応したセッティングをお
こない4面同時加工を実現してお
ります。

乾燥
天然木材の反りやひび割れを最
低限にとどめるため、人工乾燥機
を使用しております。樹種や断面
形状によってプログラムを変更
し、それぞれ材料に最適な条件
のもと乾燥処理をおこなっており
ます。

塗装
天然木材の変色・腐食を防ぐため
に保護塗料にて塗装をおこない
ます。樹種や使用用途により、塗
装方法や塗料濃度・乾燥時間を
管理し、それぞれの材料に最適な
塗装をおこなっております。

加工・梱包
前工程を終えた材料を商品ごと
に定められた長さに切断し、専用
加工機やNCルーター等を使用
し、商品ごとに定められた加工を
おこないます。加工した部材を組
み立て梱包し1つの商品が完成い
たします。

品質管理体制において、2000年に顧客満足度の向上を目標に
掲げ、国際基準化規格であるISO9002を認証取得し、2010
年にはISO9001:2008を認証取得いたしました。今後とも、よ
り一層の効率化を図るとともに、顧客満足度の向上に努めてま
いります。
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ISO9002、ISO9001:2008を取得
つねに顧客満足度の向上を追究しています

作
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GlassWooddeck
人と自然のつながりを創る
トータル・クリエイティブ

当社が長年培ってきたノウハウを生かし“人と自然のつ
ながり”をコンセプトに公共用ウッドデッキシステムを
開発いたしました。硬質木材および人工木材とアルミ
根太の採用により、今までにない耐久性・耐食性を実
現いたしました。さらに、専用の取り付け金具を使用す
ることにより、施工時間の大幅短縮も実現いたしまし
た。また、主な施工エリアを東海地区とすることにより、
当社で設計・施工の管理を一貫しておこない顧客のあ
らゆるニーズにきめ細かくお応えいたしております。

6

ウッドデッキ

安心・快適な住まいのために
窓からできる防犯と省エネ

防犯や省エネが叫ばれる昨今、防犯ガラスや複層ガ
ラスが注目を集めております。当社の防犯ガラス『る
すばん』は、ガラスとガラスの間にPETフィルムを挟
む事により、高強度を実現いたしました。また、複層ガ
ラス『さらっと』は、2枚のガラスの内部を乾燥剤入り
スペーサーにより内部の空気を乾燥状態に保ち、高
い断熱性を実現しております。

ガラス

資材選びから設計・施工まで
一貫した“東洋テックス基準”を追究

1. 足に優しいノンビス工法
●デッキ材の表面にビスや釘が出ない工法のため、安全性や施工後の意
匠にも優れております。

●屋外の歩行用デッキとして最適です。

2. 人に優しい天然木材
●健康を害する恐れのある防腐処理を一切使用しておりません。
●人と環境に配慮した高品質管理材料です。

3. 資源保護と耐久性
●硬質木材および人工木材を使用しているため、防腐処理なしで20年以
上の耐久性を有しております。

●取替頻度が大幅に減少するため、環境保護に貢献いたします。
●汚れや破損が目立つ箇所の部分取替が可能になります。（特許出願中）

4. 高耐食性材料による下地組み
●根太および主要部品にアルミ形材を使用しているため、剛性と耐食性
が向上しております。
●特に腐食環境の厳しい床下部分の耐食性が大幅に向上しております。
●必要に応じ、ボルトやビス類もSUS304相当の耐食性の高い素材を使
用しております。

防犯ガラス『るすばん』
には、中間膜が0.75ミ
リの『るすばん75』（防
犯レベル2）と、1.05ミ
リの『るすばん105』（防
犯レベル3）の2種類を
ご用意しております。また、防犯と省エネを兼ね備えた防犯・複層
ガラスの『るすばんペア』もご用意しております。

防犯ガラス「るすばん」
防犯ガラス「るすばん」で毎日が安心

今や家作りの常識として断熱材を使用
することは当たり前になっております
が、窓まで断熱タイプになっているご家
庭はまだまだ少ないのが現状です。その
ため窓が省エネルギー対策の最も遅れ
た部位になっておりました。『さらっと』
は、2枚のガラスの内側を乾燥状態に
保った断熱性の高い複層ガラスです。

複層ガラス「さらっと」
複層ガラス「さらっと」で効果的な断熱効果

「るすばん」省エネタイプ「るすばん75・105」 （アタッチメントの使用でサッシはそのまま）

中間膜
（EVA）

中間膜
（PET）

板ガラス

乾燥剤

空
気
層

14～21ミリ6.8ミリ

防犯効果が高く
地震対策にも有効

紫外線カット
（UVカット）

断熱効果が高い 結露しにくい

アメニティ事業部

日本工業規格表示認定事業所

1枚ガラス 複層ガラス

板ガラス

空気層

アタッチメント

既存サッシ
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7

Gravel 
and sand

良質な骨材の安定供給で
地域の発展を芯から支えます

生コンクリートの約70～80％を占める骨材（砂・砂利）
は、コンクリートを支える非常に重要な役割を果たして
おります。大規模な公共事業の工事現場など、生コンク
リートを大量に必要とする現場へ骨材を安定して供給
することは、非常に重要な役割と言えます。当社の骨材
事業部門では、徹底した品質管理体制のもと、生コンク
リート製造工場へ良質な骨材の安定供給をおこなって
おります。今後も地域の発展に貢献してまいります。

8

骨材
Concrete

高品質な生コンクリートで
社会の基盤を固めます

私たちが生活していくための社会基盤である道路や
橋、ビル等の建造物には必ずといっていいほど生コン
クリートが使われております。当社の生コンクリート
事業部門では、日本工業規格に基づく徹底した品質
管理体制のもと、原材料の選別をおこない、生コンク
リートの安定した品質を実現しております。さらに、コ
ンピューターによる業務管理を積極的に取り入れ、
受注・製造・輸送・販売・品質管理をトータルでおこな
うことにより、高品質な生コンクリートの安定供給を
実現しております。

コンクリート

服部建設事業部
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会社概要
1982 菰野町榊に資本金20,000千円にて会社設立
1983 事業拡張のため第二工場を新設
1984 事業拡張のため本社工場を新設し菰野町杉谷に移転
1986 事業拡張のため物流センターを新設
1987 事業拡張のため部品センターを新設
 事業拡張のため資本金50,000千円に増資
1991 木材商品生産のため第三工場を新設
1994 第三工場拡張と同時に本社機能を移転
1996 事業拡張のため資本金98,000千円に増資
1997 業務合理化のため部品センターを本社敷地内に移転
1998 社員育成のため、小集団活動（QC活動）を開始
1999 環境保護の観点から木材チップの生産開始
 事業拡張のため本社工場を拡張

2000 顧客満足度向上を掲げISO9002認証取得
2003 業務合理化のため第二工場生産品目を本社工場に移管
 ISO9001:2000を認証取得
2004 旧第二工場にて複層・防犯ガラスの生産開始
 複層・防犯ガラスのJIS認証取得
2006 業務合理化のためグループ各社と合併
2007 複層・防犯ガラスの新JIS認証取得
2008 事業拡張のため中津原工場取得
2009 事業拡張のため北勢工場取得
2010 ISO9001:2008認証取得

Company
Overview

会社沿革
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1

エクステリア事業部
事務所 〒510-1326 三重県三重郡菰野町杉谷 2286-1
 TEL.059-396-1511  FAX.059-396-2589
部品センター TEL.059-396-1164  FAX.059-396-1534
配送センター 〒510-1326 三重県三重郡菰野町杉谷 1629-26
 TEL.059-396-2818  FAX.059-396-2869

アメニティ事業部
事務所 〒510-1326 三重県三重郡菰野町杉谷 1572-1
 TEL.059-391-0600  FAX.059-394-0215

建材事業部 服部建設事業所
大安工場 〒511-0266 三重県いなべ市大安町鍋坂 2490-9
 TEL.0594-78-2732  FAX.0594-78-2733
北勢工場 〒511-0404 三重県いなべ市北勢町小原一色字白石ヶ尾 2111
中津原工場 〒511-0422 三重県いなべ市北勢町北中津原字上垣内761-1

建材事業部 尾高生コン事業所
杉谷工場 〒510-1326 三重県三重郡菰野町杉谷 1629-3
 TEL.059-396-1811  FAX.059-396-0878
永井工場 〒510-1311 三重県三重郡菰野町永井 3086
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拡大図B

拡大図A
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ロ
ー
ド

千種工業団地

菰野町役場
三重CC

湯の山温泉 菰野

306

477

朝明渓谷 朝明川

三滝川

鳥井戸川

エクステリア事業部

こもの生コン

アメニティ事業部

尾高生コン事業部
永井工場

尾高生コン事業部
杉谷工場

拡大図A

社名 株式会社 東洋テックス
所在地 〒510-1326  三重県三重郡菰野町杉谷2286-1
（本社・総務） TEL：059-396-1161　FAX：059-396-3304
 http://www.toyo-tex.co.jp/
設立年月日 1982年10月1日
資本金 98,000千円
事業内容 生コンクリート製造・販売 / コンクリート用骨材製造・販売 / 公共用ウッドデッキの設計・施工 / 
 エクステリア商品の製造 / 防犯、複層ガラスの製造・販売 / 石油類の販売 / 工業用機械の設計・製造 /
 住宅の設計・販売・リフォーム / 土木・建築工事請負 / 輸出梱包材用熱処理
役員 代表取締役社長　服部 俊樹
主要取引先 （株）LIXIL / 北勢生コンクリート協同組合 / 北勢骨材販売協同組合 / 杉田エース（株） / 上原成商事 / 
 中部宇部産業（株） / 王子木材緑化（株） / 新品川商事（株） / 天龍プレーパーク（株） / 
 （株）リネックス・サンシン / （株）服部組 / 澤政興業（株） / など
一般建設業許可登録 三重県知事 許可（般-18）第21620号
 （建築工事・土木工事・大工工事・ガラス工事・板金工事）
砂利採取業登録 登録番号 第272号
採石業登録 三重採石 第3号
揮発油販売業登録 登録番号 第03158号
危険物給油取扱所登録 登録番号 三危 第1514号
輸出梱包材処理認定 認定番号 第1119号
日本工業規格表示認定 認定番号 GB0407149【JIS A 5308 普通コンクリート・舗装コンクリート】
 認定番号 TC0407028【JIS R 3205:2005 合わせガラス】
 認定番号 TC0406016【JIS R 3209:1998 複層ガラス】
国際標準化規格認定 認証規格：ISO9001:2008
 登録番号：00975
 審査機関：Moody International Certification Ltd.
関連会社 こもの生コン 株式会社
 〒510-1317 三重県三重郡菰野町永井3086
 資本金　　60,500千円
 業務内容　生コンクリートの製造・販売
 株式会社 宝栄コンクリート
 〒510-8114 三重県三重郡川越町大字亀崎新田15-13
 資本金　　20,000千円
 業務内容　生コンクリートの製造・販売

宝栄コンクリート
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