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株式会社トウネツ

本社 ・ 東海事業所
418-0007

静岡県富士宮市外神東町 16

TEL ： 0544-59-0611

FAX ： 0544-59-0612

関西事業所
660-0092

兵庫県尼崎市鶴町 7-16

TEL ： 06-6419-6411

FAX ： 06-6419-2494

中部営業所
470-1218

愛知県豊田市上郷町 3-9-9

TEL ： 0565-25-0611

FAX ： 0565-25-0612

北山工場
418-0112

静岡県富士宮市北山 7427-805

TEL ： 0544-54-3156

FAX ： 0544-54-2975

九州営業所
839-0812

福岡県久留米市山川安居野 3-12-7

オフィスパレア久留米ⅠB3 号

TEL ： 0942-41-8200

FAX ： 0942-41-8201

埼玉営業所
362-0809

埼玉県北足立郡伊奈町中央 4 丁目 9 番地 101 号

TEL ： 048-720-4600

FAX ： 048-720-4601

鈴鹿営業所
513-0027

三重県鈴鹿市岡田 3 丁目 9-3

エクセル東山北館　101 号室

TEL : 059-375-0011

FAX : 059-375-0022

http://www.globaltounetsu.com

事業拠点　国内

広州東熱工業炉有限公司 （中国）

大連東熱科技有限公司 （中国）

　　　  

海外

TOUNETSU INDIA PRIVATE LIMITED （インド）

TOUNETSU THAI CO, LTD （タイ）



トウネツは、アルミ鋳造炉、熱処理炉、真空炉といった工業炉を主に扱う研究・開発メーカーです。

1981年の創業以来、アンダーヒーター保持炉「アルアンダー」の開発などにより、業界へ常に新風を吹き込んでまいりました。

21世紀に入り、社会環境の変化やグローバル化が進む現在では、更なる社会への貢献を目指し、農業関連事業など、これまでに

培ってきた技術を活かし新たな事業にも取り組んでいます。そのため私たちの事業フィールドは、金属・機械産業全般からエネルギー

や農業まで、大きく広がり続けています。

今後も私たちは、熱技術を駆使したグローバル・リーディング・カンパニーを目指していきます。

熱技術で未来を創造する
” 熱 （ネツ）” に関わる様々な事業から、 新たな未来を生み出していく

会社概要

名称　株式会社トウネツ

設立　昭和56年2月4日

資本金　2000万円

代表取締役社長　望月 城也太

本社所在地

　〒418-0007

　静岡県富士宮市外神東町16

　TEL：0544-59-0611

　FAX：0544-59-0612

沿革

1981年　創業開始

1992年　関東営業所（現東海事業所）を静岡県に設置

1995年　北山工場設立

1997年　中部営業所を愛知県に設置

2001年　本社を東海事業所へ移転

2003年　海外における独資会社の設立を開始

　　　　   グローバル展開に乗り出す

2006年　九州営業所を福岡県に設置

　　　　　 農業関連事業に参入

2007年　真空炉事業に本格参入

2011年　株式会社パイロテック・ジャパンと技術提携を結ぶ

2015年　埼玉営業所を埼玉県に設置

2018年　鈴鹿営業所を三重県に設置

真空炉
事業
真空炉 ・ 真空設備
の開発 ・ 設計 ・ 製造

工業炉
事業
各種熱処理炉の開発 ・
設計 ・ 製造

THERMAL 

TECHNOLOGY

アルミ鋳造炉
事業
アルミ保持炉 ・ 溶解保持炉 ・

配湯システム ・ その他アルミ鋳造

関連機器等の開発 ・ 設計 ・ 製造

ごあいさつ

私共株式会社トウネツは、１９８１年の設立以来、「熱技術を駆

使したグローバル・リーディング・カンパニーとして顧客と共に

進化しつづけ地球社会に貢献をする。」を経営理念の基、熱

技術を主体とした設備専門メーカーとして約40年にわたりモノ

づくり企業の道を進んで来ました。

近年、我々設備業者を取り巻く事業環境は、グローバル化が

激しくなっております。

このような環境でも、何が一番顧客の利益になるのかを考え、

アジア圏にある中国・インド・タイには、子会社拠点を、北米・

中米・南米・アジア・ヨーロッパには、技術許諾会社の拠点を設け

お客様の要望にお答えできるようにして参りました。

また、お客様の設備の地産地消へのニーズにお応えし、更なる

相互成長を実現するための組織展開を行っております。

全てのお客様に、国境を越えたトウネツの技術とサービスをお届

けし、貢献できる企業をめざし、全社一枚岩の元、がんばってい

く所存でございます。

今後共、皆様のご支援、ご鞭撻を心より、お願い申しあげます。

代表取締役社長

農業関連
事業
農作物の生産 ・ 販売 ・
農作物製造方法 ・
食材加工法等の研究栽培開発



アルミ鋳造炉事業

事業内容

真空雰囲気下における熱処理 ・ 表面処理を可能にする真空炉は、 より高い精度の金属熱処理が求められる航空機産業 ・ 医療機器

産業などに、 大きな関連性を持つ装置です。 当社の真空炉製品も、 超硬合金 ・ 各種金属 ・ ファインセラミックスなどの連続処理

（脱脂 ・ 脱ガス ・ 焼結） をより省エネルギーで行える、 竪型真空加圧焼結炉 （ＣＡＶＡＣ） をはじめ、 各業界のお客様にご好評をいた

だいております。

今後もより省エネルギーな製品を提案することで、 地球環境 ・ 産業発展に貢献して行きます。

主な製品

・ ＣＡＶＰＧＨＦ （グローブボックス付超高温熱処理炉）　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ＴＯＵＶＡＣ（真空焼鈍炉）　

・ CAVAC （ダイレクト排気方式竪型真空加圧焼結炉） 　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

工業炉事業

事業内容

生活において基本的な要素である 「食」。 そして食を支える 「農業」。 現代の農業において、 温度を管理し、 作物にとって適切な

環境を整える技術は非常に重要です。

私たちは、 設立以来培ってきた 「熱技術」 という経営資源を活かし、 この課題に積極的に取り組んで行きます。

主な製品

・ 各種農産物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ 農業関連設備　

・ 加工食品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＣＡＶＰＧＨＦ

（グローブボックス付超高温熱処理炉）
CAVAC

（ダイレクト排気方式竪型真空加圧焼結炉） 　　

ミニトマト栽培風景
農園部ハウス

真空設備事業

　　　　　　　　　事業内容

　　　　　　　　　工業製品の製造、 特に自動車産業の発展になくてはならないアルミ鋳造炉。 当社は溶解炉、 溶解保持炉、 溶湯搬送

　　　システム、 溶湯保持炉、 給湯炉といった、 溶解から給湯までの一連設備を設計 ・ 製作し、 トータルシステムの提案を行っております。

　　　横浸漬型ヒーター保持炉をはじめ、 低圧鋳造の生産性 ・ 低不良率化を大幅に躍進させる二槽炉、 二槽炉をベースに清掃性 ・ 溶湯品

　　　質が改良されたＡＬＳＴなどは、 大きな評価をいただいています。

　　　今後も様々なアイディアと技術を生み出し、 アルミ業界、 ものづくり業界全体の発展に貢献して行きます。

　　　主な製品

　　　 ・ アルアンダー （横浸漬型ヒーター保持炉）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 ・ キャリーポッター （超高断熱取鍋）                                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       ・ 定湯面式低圧鋳造用二槽炉　                                                                 　

       ・ＡＬＳＴ（ストークレス型定湯面式低圧鋳造用三槽炉）　                                  

・ アルプス （アルミ溶湯配湯管）　

・ アルロード （アルミ溶湯配湯樋）

・ 溶解炉／溶解保持炉

・ＹＵＫＡＩ（液中溶解炉）　　

アルロード （アルミ溶湯配湯樋）

アルアンダー （横浸漬型ヒーター保持炉）

農業関連事業

事業内容

工業炉部門では、 各種雰囲気炉 ・ 工業炉の設計 ・ 製造を行っています。 鉄 ・ アルミ製品に

様々な熱処理を施す工業炉は、 金属 ・ 機械産業の根幹を担っている装置です。 そのためお客様

の業種も様々なら、 もちろん求められる熱処理も様々。 お客様のご要望にお応えするため、 製品の

ほとんどがオーダーメイドとなっております。

熱処理に関してお悩みの方は、 お気軽にご相談ください。

主な製品

・ＢＡＢ炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

・ 雰囲気水素冷却炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

・ カーボン予熱炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

・ エレベータータイプ焼鈍炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ 回転炉                                                                                               

・ 雰囲気連続炉　

・ 高温セラミックス焼結炉　

・ 連続焼結炉　

・ アルミ溶体化 ・ 時効処理炉

・ 焼入 ・ 焼戻炉　

回転炉焼入 ・ 焼戻炉



地域に密着した技術サービスの提供を目指して

海外企業との技術提携

また PYROTEK INC.、 重慶東熱をはじめ、 海外企業との技術

提携契約も推進しています。

そのため北米、 中米、 南米、 アジアやヨーロッパなど世界中

の国々で、 当社の製品 ・ サービスをお求めいただ

けます。

トウネツインド

重慶東熱

大連東熱

トウネツタイ

Pyrotek （メキシコ）

Pyrotek （チェコ）

Pyrotek （アメリカ）

Pyrotek （ブラジル）

　　　　現地生産サービスを提供

　　　　　　　トウネツは早くより海外展開を見据え、 中国 ・ アジアを中心に

　　　　　　　　　　　独立資本会社の設立を進めてきました。 そのため海外

　　　　　　　　　　　　　　　での現地生産を必要とするお客様にも、 よりきめ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細かな技術サービスをご利用いただけます。

本社 ・ 東海事業所

北山工場

中部営業所

関西事業所

九州営業所

鈴鹿営業所

埼玉営業所

広州東熱

国内グループ会社

海外子会社

技術提携会社


