






















世界の
東芝ライフスタイル

東芝
ライフスタイルを
支える人

ルーツとなる
2つの会社

DATA OF TOSHIBA LIFESTYLE 

the NEXT STAGE

1875
KEYWORD :

東芝ライフスタイルの新たな船出

数字で知る東芝ライフスタイル

かつて「からくり儀右衛門」と呼ばれ、江戸から明治時代にかけてさまざまな発明を世に残し、
日本の重電機器産業の礎をも築いた田中久重。そしてもうひとり、「日本のエジソン」として
その名を知られた白熱電球製造のパイオニア、藤岡市助。歴史上の偉人であり、東芝のルー
ツを語る上で欠かせない人物です。重電の田中久重が遺した芝浦製作所（旧田中製造所）と、
軽電の藤岡市助による東京電気（旧白熱舎）が1939年に合併し、東京芝浦電気株式会社が誕
生。そして1984年、社名を株式会社東芝に変更します。田中久重が東京・銀座に工場兼店
舗を創業した1875年から約1世紀半、東芝ライフスタイルは「ものづくり」の歴史と文化を
今に引き継いでいます。

2016年、当社は世界的な家電メーカーMideaグループに参画しました。
当社とMideaグループは20年以上にわたって技術・事業提携を行なっ
てきた歴史があり、長年にわたって培われてきた信頼関係がありました。
Mideaグループ傘下として再出発した同年の下半期に黒字化を達成。相
乗効果がカタチになり、その後も成長を続けています。

東芝ライフスタイルグループは、生活家電
の企画、開発から製造・販売までを行う会
社です。生活家電は、人々にとても身近な
存在。東芝の前身となる芝浦製作所時代
から電気アイロンや電気洗濯機、電気冷蔵
庫や自動式電気釜、業務用電子レンジ、ル
ームエアコンなど、日本初となる生活家電

を開発してきました。日本の高度経済成長を支えた東芝のモ
ノづくりのDNAは、東芝ライフスタイルグループとして現代
に引き継がれています。

冷蔵庫

電子レンジ

掃除機

アイロン

炊飯器

洗濯機

エアコン

Our History
東芝1世紀半の歴史

8
KEYWORD :

当社の国内グループ会社は7つ。
そのうち2社は製造会社で、5社が
販売・修理・各種ソリューション
事業、小型音響機器事業などを手掛
けています。東芝製品のサポート
も万全です。

ONE TEAM

Globalization

12000
KEYWORD :
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7つの専門会社

受け継がれる「技術の東芝」プライド

日本・アジアから世界へ発信
当社は、タイと中国にあわせて5つの製造工場と、ベ
トナム、マレーシア、タイ、香港に販売会社を展開して
います。日本の他、アジア9拠点から世界へ。グロー
バルな発信力はここから生まれています。

「12000」という数字。これは、当社グループの従業員数
です。かつて、さまざまな日本初を開発してきた「技術の
東芝」のプライドを継承する従業員がONE TEAMとな
って、飽くなき挑戦を続けています。日本はもとより、世
界中の製造・販売現場で、お客様の「タイセツをカタチ
に」するため、挑戦を続けています。

小型オーディオ

China

HongKong

Japan

Malaysia

テクノプロサポート株式会社
修理・メンテナンス

東芝家電ビジネスサポート株式会社
業務サポート

東芝エルイーソリューション株式会社
企業向け製品販売・施工・メンテナンス

東芝エルイートレーディング株式会社
音響機器など企画・販売

東芝ライフスタイル株式会社

東芝香港社

杭州東芝家電
技術電子有限公司
東芝家電製造
（南海）有限公司

東芝家電製造タイ社
コントロールコンポネント社
タイ東芝電気工業社

東芝タイ社

東芝セールスアンドサービス社

東芝家電ベトナム社

Thailand7
KEYWORD :

Mideaグループ
に参画

2016
KEYWORD :

田中久重

藤岡市助

Mideaグループ
会長兼CEO
ポール・ファン

家電製品販売・修理
東芝コンシューママーケティング株式会社

小型家電・電子部品の製造
東芝ホームテクノ株式会社

電池・応用製品の製造
東芝電池株式会社

主力の生活家電

TOSHIBA 
HA Products

生活を支える
東芝家電

きめ細かな
サポート

Vietnam

Professionals



社会環境活動

当社グループは、さまざまな環境活動によって、豊かな価値の創造と地球との共生を図り、低炭素社会、
循環型社会、自然共生社会を目指した環境活動によって持続可能な社会の実現に貢献します。

私たちは、目まぐるしく変わり続ける時代に生きています。

女性はますます活躍の場を広げ、男性は柔軟性を求められるようになりました。

今後も、私たちの生き方や家族の在り方は、さらに多様化していくことでしょう。

しかし、どんなに世の中が変わっても、変わらないタイセツなものがあります。

それは、仕事や家事、育児でどんなに忙しくても、カタチにしたいタイセツな想いです。

おいしい食事で特別な時間にしたい、タイセツ。　

お気に入りの場所で、心地よくくつろぎたい、タイセツ。

きれいに洗いあがった服で、家族に自信を持ってほしい、タイセツ。

食卓を、笑顔で満たしたい、タイセツ。

東芝ブランドを担う私たちすべては、お客さまをタイセツにし、

お客さま一人ひとりの生活におけるタイセツを意識する。

そして、お客さまそれぞれにとって素敵なくらしを届けられるよう、

人の想いに向き合い、取り組む日々の中で新たな価値をカタチにしていく。

一人ひとりが創造する価値を一つにし、東芝ライフスタイルグループは

細部までタイセツにした、家電というカタチでこたえていきます。

タイセツをカタチにしたいすべての人へ、タイセツをカタチにした家電を。

　レッドスクエア。これが東芝ライフ
スタイルのブランドシンボルです。
　レッドは、東芝が長年使用している
コーポレートカラーであり、この赤い
ロゴは国内のみならず世界中で広く認
知されています。赤に込めた想いは情
熱やあたたかさ、活動的、リーダーシッ
プ。長い歴史を誇る東芝ブランドとし
て培われてきたカラーを当社は継承し
ていきます。
　スクエアのデザインには歴史の中で
受け継がれてきた実直さ、規律性、安心
感、信頼感の意味が込められています。

これまでも独創的な製品の開発を行い、
生活家電の国産第一号機を数多く世に
送り出してきた東芝。暮らしと密接に
関わってきた歴史と共に、徹底的な管
理の下での高品質なモノづくりは、国内
はもとより、海外でも信頼性の高い日本
ブランドとして評価されています。
　シンプルでわかりやすく、一目で東
芝ブランドとわかるレッドスクエア。
これまで長年愛されてきた東芝の欧文
ロゴと同様、未来をつむぐ東芝ライフ
スタイルのブランドシンボルとして社
会に発信していきます。

Brand Statement for Everyone
ブランドシンボル
東芝レッドスクエアとは？

Brand Statement Story
ブランド ステートメント ストーリー

東芝ライフスタイルはこのストーリーから

というブランドタグラインを生み出しました。

Social Environment Activities

● 環境への取り組みを、経営の最重要課題の一つとして位置づけ、経済と調和させた環境活動を推進します。
● グローバル企業として、事業活動を行う全ての地域でグループ一体となった環境経営を推進します。
● 環境に関する法令､自主基準などを遵守します｡
● 事業活動、製品・サービスに関わる環境側面について、生物多様性を含む環境への影響を評価し、環境負荷の低減、
　 汚染の防止などを推進します。
● 監査の実施や活動のレビューにより、環境経営の継続的な改善、レベルの向上を図ります。
● 経営者、従業員の環境意識を常に高め、全員で環境活動に取り組みます。

環境経営の推進

● 製品、事業プロセスの両面から地球資源の有効利用を促進し、積極的な環境施策を展開します。
● ライフサイクルを通して環境に配慮した製品・サービスを提供するため、省エネや省資源・リサイクル材活用・特定化学物質の
　 削減などの環境配慮設計に積極的に取り組みます。設計から廃棄まで、すべての事業プロセスで環境負荷低減に取り組みます。

事業活動による環境への負荷低減

● 環境経営を通じて、社会に貢献します。
● ステークホルダーとの相互理解の促進のため、積極的な情報開示を行います。

地球内企業として



会社概要

東芝国産一号機物語
神奈川県川崎市幸区大宮町 1310
ミューザ川崎セントラルタワー 9～11 階

生活家電の企画・開発・製造・販売

12,000 名（ 2022 年 3 月現在）

小林 伸行
方 洪波（非常勤）
王 建国（非常勤）
柴 新建
山脇 弘
岡本 武久
千田 一臣（非常勤）
鈴木 新吾
白戸 健嗣
市川 和範
潘 新玲
片山 孝
北原 正宏

東芝ホームテクノ株式会社
東芝電池株式会社
東芝コンシューママーケティング株式会社
テクノプロサポート株式会社
東芝家電ビジネスサポート株式会社
東芝エルイーソリューション株式会社
東芝エルイートレーディング株式会社

東芝家電製造タイ社／タイ東芝電気工業社／コントロールコンポネント社
東芝家電製造（南海）有限公司／杭州東芝家電技術電子有限公司

東芝家電ベトナム社／東芝セールスアンドサービス社／東芝タイ社／東芝香港社

所在地

事業内容

連結従業員数

役員構成 
代表取締役社長 執行役員
取締役会長
取締役副会長
取締役副社長 執行役員
取締役執行役員　　　　
取締役執行役員　　　　
取締役執行役員　　　　
取締役執行役員　　　　
取締役執行役員　　　　
執行役員            　
執行役員            　
執行役員            　
監査役　　　　

国内グループ会社
製造会社

販売会社 他

海外グループ会社
製造会社

販売会社 他

いつの時代にも「  」してきたルーツをまとめて。

Corporate InformationBrand History

もしも、暑い夏の日にも魚や肉を傷まないようにすることができたら。
もしも、冬の寒い朝にも冷たい水に手を入れずに衣服を洗うことができたら。
もしも、忙しい朝にも火加減を気にすることなくおいしいごはんを炊くことができたら。
その時代、時代の暮らしをみつめ、私たちは一つひとつ家電の一号機を作ってきました。

創業以来の想いを胸に、いま私たちは東芝ライフスタイル株式会社として新しく歩み始めています。
技術をつくして、想いをカタチにする。
家電ができることを考え続けます。今日も、明日も。

つくり続ける。とどけ続ける。私たちは、東芝ライフスタイルです。

詳細は Web へ

詳細は Web へ

一号機写真提供：東芝未来科学館
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