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TOYOTA BOSHOKU
CORPORATION
Business Overview
Address

88, Kanayama, Kamekubi-cho Toyota, Aichi 470-0395, Japan

TEL

+81-565-43-2335 (Makishima, Sales)

Mobile

+81-90-6366-3182

Email

yasuhiro.makishima@toyota-boshoku.com

WEBSITE

http://www.toyota-boshoku.com

Contact Person

Yasuhiro Makishima
Marketing & Sales Planning Division

Capability Category

Seat Design
Engineering
Certification and Assembly

Representative

Shuhei Toyoda, Chairman
Takeshi Numa, President

Sales Amount

1,406.4 billion yen (consolidated) Fiscal 2018

Capital

8.4 billion yen

Employees

43,103 (consolidated)

Established

1918

Certification

JIS Q 9100

Group Name

Toyota Group

Major Customers

All Nippon Airways (ANA), Toyota Motor Corporation

1) Design, development and manufacturing of aircraft passenger seats
2) Development of automotive interior systems and manufacturing and sales of
automotive interior products
3) Manufacturing and sales of automotive filters and powertrain components
4) Manufacturing and sales of other automotive components
5) Manufacturing and sales of fabric goods

Products・Materials・Part Sizes・Facilities & Equipment
Products:
The aircraft passenger seats by Toyota Boshoku have been selected by ANA,
Japan's leading and only airline to have achieved the exclusive 5-star status
for seven consecutive years.
Facility & Equipment:
Flammability test equipment (for Bunsen burner)
Static test equipment

Our Strength
Our aircraft passenger seat is ergonomically developed for comfort across a wide
range of body sizes and types, based on Toyota Boshoku's experience designing
seats for customers around the world, which have included compact, luxury and racing
cars.

Needs we can correspond / Business partners we want
Toyota Boshoku provides integrated and effectively coordinated interior components
such as passenger seats based on our high-quality craftsmanship and manufacturing
capabilities, which have been refined over decades of experience providing seats for a
variety of automobile lines.

Office & Plants
Toyota and Toyohashi, Aichi, Japan
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TOYOTA BOSHOKU
CORPORATION
トヨタ紡織株式会社

企業の特徴・業務概要・行っているモノ作りの概要

住所

〒470-0395 愛知県豊田市亀首町金山 88

電話番号

0565-43-2335

携帯番号

090-6366-3182

E メールアドレス

yasuhiro.makishima@toyota-boshoku.com

ウェブサイトアドレス

http://www.toyota-boshoku.com

コンタクトパーソン名

営業企画部

カテゴリー

航空機座席の開発、製造及び販売

代表者名

取締役会長
取締役社長

売上額

1兆4,064億円（連結）2018年度

資本金

84億円

従業者数

43,103名（連結） 2018年度

設立日

1918 年

取得認証

JIS Q 9100

属するグループ企業名

トヨタグループ

主な取引先企業

全日本空輸株式会社、トヨタ自動車株式会社

槙島

康弘

豊田 周平
沼 毅

1)
2)
3)
4)
5)

航空機座席の開発、製造および販売
内装システムサプライヤー事業と内装製品の製造および販売
自動車用フィルターおよびパワートレーン機器部品の製造および販売
その他自動車関連部品の製造および販売
繊維関連製品の製造および販売

製品情報・取扱材料・対応サイズ・主要設備
製品：
トヨタ紡織の航空機座席は、日本で唯一7年連続「5スター」に認定されている
ANA に採用されております。
設備、装置：
耐火試験器、静荷重試験器

専門・得意分野・自社の強み
コンパクトカーから高級車、レース用車両など、様々な自動車用シート開発で培った
人間工学に基づく座り心地の知見を活かし、小柄な方から大柄な方までリラックス
できる航空機座席を開発しました。

どのようなニーズに対応できるか希望する取引企業に関すること 等
トヨタ紡織は長年にわたり多種多様な自動車用シート開発を通して培ってきたデータ
と高品質のモノづくりを活かし、航空機座席を始めとした内装システムを提供します。

拠点（事業所・工場）
愛知県豊田市、豊橋市

