
東京コスモス電機株式会社



柔軟な思考、果敢な挑戦

私たちが創業以来、大切にしてきたのは、お客様のご要望にお応えする製品づくりとともに、

たゆまぬ研究開発を通じた、新たな用途開拓・提案です。

この部品メーカーとして、本来あるべき姿に愚直なまでに徹しつつ、今日へと歩んでまいりました。

　一方、社会の変化はスピードを増しつつあります。エレクトロニクス業界もこれまでの境界を超え、ボーダレスな発想と提案が求められています。

私たちＴＯＣＯＳ＝東京コスモス電機は、部品づくりの技術にさらに磨きをかけるとともに、

新たな視点と柔軟な創造力で、より存在価値のある部品づくりを目指します。それを『TOCOS Way』と名付け果敢に挑戦します。
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私たち TOCOS が市場へ送り出す可変抵抗器（ポテンショ
メータ）や角度センサ、フィルムヒータといった製品はいず
れも、エレクトロニクスシステムに不可欠な重要部品です。
その活躍フィールドは自動車電装品をはじめとした輸送機
器はもとより、電気・電子機器、通信・情報機器、さらには

産業機器・機械などへと大きく広がっています。またエレ
クトロニクスシステムの機能・性能の高度化に伴って、搭
載部品の果たすべき役割もいちだんと深まっています。先
端エレクトロニクスシーンの根底をなす部分を支える――
それが私たち TOCOS です。

■広がる、深まる……TOCOS の活躍フィールド。

Products Value
車載機器をはじめ、

多彩なエレクトロニクスシーンへ。
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スロットルポジションセンサ

油圧レバー
ポジションセンサ

耕耘の深さのための
リフトセンサ

タイヤの傾きを検知
ローリングセンサ

アクセルペダルセンサ

AV機器各種調整

ノイズキャンセラー
多機能ディスプレー
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スロットルポジションセンサ コーナーセンサ

コーナーセンサ

冷却水調整弁センサ

電動ステアリング用センサ

アクセル位置センサ

ミラー位置記憶ポテンショメータ

衝突防止用カメラヒータ

可変抵抗器
製品

角度センサ
製品

フィルムヒータ
製品

PTC ヒータ

非接触角度センサ

接触式角度センサ
小型非接触角度センサ

高寿命可変抵抗器

半固定可変抵抗器 エンコーダ / コードＳＷ
（P'Grid)

金属ヒータ

カメラ

フード

フロントウインドウ

曇り

ヒータ

衝突防止用カメラヒータインサート成型ヒータ



極小

高品質

高精度

Customer Oriented
お客様それぞれのニーズへ、

ベストなアンサーを。
■営業～技術～工場の連携で顧客満足追求。

私たち TOCOS は創業来、お客様ファーストを標榜してき
ました。ご要望にじっくりと耳を傾けることから始め、用
途や要求仕様、コスト目安、納期などを踏まえた上でご提
案させていただきます。豊富な標準品ラインナップの中か
らお選びいただけるほか、特殊な要求などにはカスタム

メイドでお応えします。設計から製造、検査・出荷まで
TOCOS グループによる一貫体制を整え、徹底した品質管
理のもとで信頼性に優れた製品を生み、お届けします。営
業～技術～工場の連携でお客様ご満足を追求する――その
姿勢が私たちへの変わらぬ評価の所以なのです。
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本社

○人事総務部、企画部、経理部、営業部、
　品質保証部、設計部、業務部

白河コスモス電機㈱

○車載用電装センサ、
　面状発熱体製造

中津コスモス電機㈱

○半固定抵抗器、
　車載用電装センサ製造

（COSMOS ＝宇宙）、それは果てしなく広がる無限の世界、
そして秩序ある世界を指す言葉です。

私たちの企業活動がめざすものと通ずることから、
この社名が採用されました。

そして、これを基に TOCOS ブランドが
生まれました。

７

神奈川・座間の本社を拠点に製品改良・
改善、新規用途開拓、さらには生産革
新に向けたＲ＆Ｄ活動を推進。製品に
ついては「より小型に」「より高精度
に」「より高品質に」――を主要テーマ
に、素子や材質、抵抗印刷、構造設計
といった要素技術を駆使し、TOCOS
ならではの性能・機能・信頼性確立に
注力。順次、製品へフィードバックし、
お客様のご期待にお応えします。また
生産面では、品質管理・試験体制も含
めた生産ライン全体の効率化、作業安
全性の確保といったテーマに取り組み、
その成果を工場へ反映させています。

国内生産拠点は福島・会津、福島・白
河、ならびに大分・中津の３ヵ所に展
開。加えて海外拠点として、中国・山
東省および広東省にも関連工場が稼働
中です。また販売に関しては、国内外
において協力会社とのアライアンスを
構築。国内外網羅のきめ細やかなサプ
ライチェーンを確立し、お客様の生産
活動をサポートします。

■技術開発＆生産体制の確立・充実に向けて。

Development & 
Manufacturing 
Network
技術開発＆生産体制

国内工場

会津コスモス電機㈱

○車載用電装センサ、
　面状発熱体製造
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TOCOS は、国内のみならず世界のエレクトロニクス産業の発展に貢献するとともに、より豊かな社会づくりを心掛けています。

海外代理店保有地域

国内販売部門

中国工場
広州東高志電機有限公司

○可変抵抗器、半固定抵抗器製造

●海外営業部／ Overseas Sales Dept.
●トーコス ･ アメリカ／ TOCOS America, Inc. 
●台湾トーコス／ Taiwan Tocos EIectric Co., Ltd.
●広州トーコス／ Guangzhou Tocos EIectric Co., Ltd.
●烟台コスモス／ Yantai Cosmos Corporation

海外販売部門

特約代理店

中国工場
烟台科思摩思電機有限公司

○車載用電装センサ

神奈川営業所	 名古屋営業所
東京営業所	 大阪営業所

飯田通商㈱	 　㈱エクセル
角田無線電機㈱	 　㈱ヒラマツ
大和無線電機㈱	 　㈱モリマツ
富久無線電機㈱	 　㈱リョーサン

海外工場



社　是社　是
経営理念経営理念
沿　革沿　革

お客様と市場と時代に、
真摯に向き合って 60 有余年。

And towards 
the future

社　是
経営理念
沿　革
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東京コスモス電機株式会社
1957年 ( 昭和 32年 )6月 28日
12	億	7,700	万円
東京証券取引所スタンダード市場
〒	252-8550	神奈川県座間市相武台二丁目	12	番地	1	号
電話：046(253)2111	㈹
FAX：046(253)3640
E-mail	：	info@tocos-j.co.jp
URL：	https://www.tocos-j.co.jp

社 名
設 立
資 本 金
上 場 取 引 所
本社 ･ 神奈川事業所

ごあいさつ

　当社は 1957 年、産業機器用可変抵抗器の専門メーカとして操業を開始しました。その後、可

変抵抗器（ポテンションメータ）の商品ラインアップを拡充する一方、1976 年には自動車電装部

品としての角度センサの量産を開始、2016 年には予防安全支援装置に装着される車載フィルム

ヒータの生産を開始するなど、電気機器・輸送用機器・産業機器・機械などの分野で、エレクトロ

ニクスの発展とともに歩んでまいりました。

当社は可変抵抗器の技術を核に、その周辺技術や製品領域に枠を拡げるとともに、お客様の多様

なニーズにお応えするため、ナノテクノロジー、精密加工技術、センサ技術、組立・加工技術の革

新に取組んできました。また、グローバル環境の変化に対応したサプライチェーンマネジメントを

確立し、性能の向上・品質の改善・納期の確行に取組んでまいりました。当社は今後とも、角度セ

ンサ・フィルムヒータ・可変抵抗器のプロフェッショナルとして、エレクトロニクス業界において

一層の飛躍をめざします。

　環境への取組みにつきましても、環境に配慮した製品設計への取組みや適正な在庫管理による資

源消費抑制など、全社的な運動を継続して展開します。また、電子部品業界の持続的発展・価値向

上を目指し ESG（Environment・Social・Governance）それぞれの分野での貢献に取り組みま

す。その一歩としてコーポレートガバナンスコード、内部統制システムに関する基本方針を確立し、

透明性と信頼感が高い組織を作り、良き企業市民として社会の発展に貢献したいと考えています。

　今後とも皆様の一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長　岩崎 美樹

会社概要



　　

　

社是
(1) 先手必勝
(2) 納期厳守
(3) 技術革新
(4) 不良絶滅
(5) 反省自覚

経営理念
(1) 開かれた透明性のある企業
(2) 社会の負託に応えられる企業
(3) 働きがいのある企業
(4) 環境に配慮した企業

会社沿革環境方針

主な歩み社是及び経営理念
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1957年	 東京コスモス電機株式会社創業
1961年	 株式東京証券取引所第2部に上場
	 神奈川事業所操業開始
1972年　白河コスモス電機（株）創業
1983年	 トーコス・アメリカ㈱設立
1984年	 中津コスモス電機	稼動開始
1987年	 台湾東高志電機股扮有限公司創業
2000年	 東高志 ( 香港 ) 有限公司設立
2009年	 会津コスモス新工場生産開始
2010年	 烟台市烟台科思摩思電機有限公司稼動開始
2015年	 広州東高志電子設立
　　　　　白河コスモス電機第2工場稼働
2017年	 会津コスモス電機第2新工場新設
	 東高志（香港）有限公司を広州東高志電子有限公司に統合
2018年　白河コスモス電機（株）第３工場稼働

私たち東京コスモス電機株式会社は、車載用電装部品・
可変抵抗器関連の開発・製造、及び当社製品・取扱商
品の調達・販売活動において神奈川県座間市の環境保
全はもとより地球的視野に立った環境保全活動を推進
します。

【行動指針】
1,　環境保全への継続的改善及び汚染予防を推進する。
2.　環境側面より適用する環境関連法律・規制及び協定並

びに同意するその他の要求事項を遵守する。
3.　目的及び目標を設定して、実施及び評価するとともに

定期的に見直しを行う .
4.　全従業員及び常駐する社外の者に対し、環境方針を理

解できるよう啓蒙・教育を行い、環境保全活動の維持
を図る。

電装部品の製造で40年以上の実績があります

　

1980年代	 1990年代	 2010年代	 2020年代

自動車・建設機械・農業機器・医療機器・ロボット

通信機・計測器・制御機器・電源・ＯＡ機器・音響機器

可変抵抗器

非接触式角度センサ

自動車・自動二輪車・建設機械・農業機器・電動車椅子

接触式角度センサ

産業機器・衝突防止用カメラ

フィルムヒータ

インサート成型ヒーター



Continuing TOCOS Way 

私たちの挑戦は、まだまだ続く…

ISO9001-2015, ISO14001-2015 Certified

東京コスモス電機株式会社
Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd.

本　　　　社 ： 〒 252-8550 神奈川県座間市相武台二丁目 12 番 1 号 　TEL: 046-253-2111（代）／ FAX: 046-253-3640 ／ E-mail : info@tocos-j.co.jp

Web: www.tocos-j.co.jp
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