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株式会社トウネツ1.企業名

2.住所 静岡県富士宮市外神東町16

3.連絡先

4.業種 製造業、設備業

5.設立 昭和56年2月4日

6.従業員数 96名（令和3年度）

7.事業所 本社・東海事業所・北山工場（静岡県富士宮市）

関西事業所（兵庫県尼崎市）

埼玉営業所（埼玉県北足立郡伊奈町）

中部営業所（愛知県豊田市）

鈴鹿営業所（三重県鈴鹿市）

九州営業所（福岡県久留米市）

8.ホームページ　 http://www.globaltounetsu.com

  scan to discover!

会社概要

TEL：0544-59-0611 FAX：0544-59-0612

1.採用職種

2.採用人員

3.応募資格

4.選考基準

5.選考スケジュール

6.採用実績

7.連絡先

8.人事担当　

採用内容

・機械設計

・電気設計

・製造・保全

・技術営業　など

各職種1～2名

各年3月卒業予定の高校生・大学生・高専生・短大生・専門学校生、

ならびに卒業後3年以内の既卒者

応募資格を満たしていること

会社見学・説明会（希望者に随時実施）

　①書類選考

　②一次試験：筆記試験、面接

　③二次試験：面接、簡易職適検査　※高校生は別途

毎年多数あり

〒418-0007　静岡県富士宮市外神東町16

TEL：0544-59-0611

総務部　担当：入月

E-mail：chikara_irizuki@tounetsu.co.jp
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　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、

国内６グループ、海外４子会社と技術許諾会社を拠点とし、お客様の要望にお応えして参りました。

より正確・迅速・丁寧にお客様のニーズにあった現地での調達、生産、販売、メンテナンスを一環して

対応できる事業展開、また更なる成長を実現できる組織づくりを続けていきます。

　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。

中部営業所（愛知県）中部営業所（愛知県）

東海事業所・北山工場（静岡）東海事業所・北山工場（静岡）

埼玉営業所（埼玉）埼玉営業所（埼玉）
九州営業所（福岡）九州営業所（福岡）

Pyrotek inc(チェコ）Pyrotek inc(チェコ）

Pyrotek inc(ブラジル）Pyrotek inc(ブラジル）

Pyrotek inc(アメリカ）Pyrotek inc(アメリカ）

重慶東熱工業炉有限公司重慶東熱工業炉有限公司
TOUNETSU INDIA 
PRIVATE LIMITED（インド）
TOUNETSU INDIA 
PRIVATE LIMITED（インド）

広州東熱工業炉有限公司（中国）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）大連東熱科技有限公司（中国）

TOUNETSU THAI CO. LTD（タイ）TOUNETSU THAI CO. LTD（タイ）

Pyrotek inc(メキシコ）Pyrotek inc(メキシコ）

関西事業所（兵庫）関西事業所（兵庫）

鈴鹿営業所（三重）鈴鹿営業所（三重）

－国内グループ会社
－海外子会社
－技術許諾会社

熱技術で未来を創造する

農作物の生産、 販売、 農作物、

製造方法、 食材加工法等の研究開発

　1981年の創業以来、弊社は一貫して〈熱技術〉（Thermal Technology）の研究開発に取り組み、工業炉などを自社開発・ 

製作する設備メーカーとして「ものづくり」の道を歩んできました。

　社名の「トウネツ」は、「全国に 
とう

10 の 
ねつ

熱 技術を活かした拠点を築いて社会に貢献する」という意味で名づけたものです。 

現在では国内に６拠点、海外に７拠点（子会社４、技術許諾会社3）を展開する、社名に込めた思いを実現しグローバル企業へ

と成長することができました。これもひとえに皆さまのお力添えの賜と衷心より感謝申し上げます。

　さて、この約40年という弊社の歴史とともに、私はこれまで一人のエンジニアとして、お客様のニーズに応えるため、世界中

のお客様と向き合ってきました。その経験から私がたどりついた答えは、社員の幸せ無くして、お客様の満足も製品の充実も 

あり得ないという事でした。Companyという言葉には、「会社」という意味の他に「仲間」という意味もあります。私はこれからも 

社員とその家族の幸せを大切にしたいと考えています。

　私たちの扱うものは設備や機械ですので、仕事で手がけるのはすべて物言わぬ機械という名の無機物です。

けれども、一つの設備を完成させるまでには、さまざまな人たちと関わり、多くの時間を共有します。

その間の経験はかけがいのない財産となります。私はそんな社員を、励まし、共に喜び、

共に苦しみ、社員ひとりひとりの夢の実現の後押しをしたいと考えます。

　トウネツは、社員が一丸となって目標を目指し前に進む、たいへんポジティブな社風をもった会社です。

楽しいこと、目を見はるものもぎっしり詰まっています。工業炉業界の国内トップ企業の一員として、

共に新しい時代を築き上げる仲間として、皆様にお会いできる日を楽しみにしています。

代表取締役社長
望月　城也太

アルミ鋳造炉

真空設備

工業炉

農業関連

事業内容

各種熱処理炉の開発、

設計、 製造

真空炉、 真空設備の開発、

設計、 製造

アルミ保持炉、 溶解保持炉、 設計、

配湯システムの設計製造、 その他アルミ鋳造関連機器等の開発
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Jakarta Rep. Office（タイ）Jakarta Rep. Office（タイ）



営業技術（東海事業所）
Oさん（2013年入社）

担当する業務

　仕事は海外・国内が半々ぐらい。海外業務は、欧

米の技術提携会社との窓口業務が主となりま

す。具体的には、図面の開示、問い合わせ対応、

それに現地での施工技術指導など。その他、海

外客先工場へSV=スーパーバイザーとして出張

することもあります。一方国内向け業務は、新規

物件の設計、ＣＡＤによる製図、現地据え付けの

技術指導、客先での不具合対応などが主です。

仕事のここがやりがい！

　ライン作業や同じ業務の繰り返しではなく、業務

にバラエティ性があるところ。もう一つは、国内と

海外両方のお客様とコミュニケーションが出来る

ところです。

トウネツを選んだ理由

　従業員100名ぐらいの中小企業でありながら、積

極的に海外進出している。ここなら自分のスキル

を最大限に活かせると思い、入社を決めました。

営業技術・海外（東海事業所）
Aさん（2013年入社）

担当する業務

　アルミ保持炉、各種工業炉の製作を行っています。

設備導入の際やメンテナンスなど現地に行っての

作業の場合、国内では北は北海道から南は九州

まで。また、世界各国へ出張しています。各事業

所、営業所と連絡を取り合い物件の打合せ、メンテ

ナンス、据え付け工事などのスケジュール調整を

行っています。

製造・資材（北山工場）
Sさん（2003年入社）

仕事にまつわる感動エピソード

　以前、客先からかなり大型の熱処理設備の製作

依頼があった際に、客先からのハイエンドな要求

に答えるため、製造、設備、電気が一丸となり組

立て出荷を終えた時は、達成感に満ち溢れ全

員で喜び合ったのは今でも忘れられ

　ません。

トウネツを選んだ理由

　学生時代、装置の設計に興味を持ったのが

きっかけでトウネツを選びました。

仕事にまつわる感動エピソード 

　私は大の車好きなのですが、自動車や関

連部品の日本のトップメーカーの方々から、

自分が設計に携わった炉について

  お褒めの言葉をいただけたときは、

  とても嬉しい気持ちになります。

仕事にまつわる感動エピソード

　以前、海外SVとしてインドに出張した際、日本

から輸送した製品の一部が破損し思わぬトラ

ブルに直面しました。「自分が対応しなければ

客先へ多大な迷惑をかけることになる！」その

一心で未経験な作業に取り組み、何とか対処

できた時に客先担当の方から「Aさん助かっ

た！次回もあなたと一緒に仕事をしたい」と

　言われて嬉しかったです。

担当する業務

　CADを用いて、炉の設計をメインに行って

います。設備の立ち上げに参加し、客先

へ出張することもありますよ。

仕事のここがやりがい！

　積極的に設計に携われるところと、完成

したときに大きな達成感が得られるとこ

ろです！
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先輩社員の声
仕事のここがやりがい！

　製造部の一員として熱処理設備に係る他の部署

（設計部、電気課など）と連携し、日々製作をして

います。我々の製作する設備はオーダーメイド商

品がほとんどのため、全く同じ製品はありません。そ

のため従業員同士で話し合いを繰り返し、顧客の

ニーズに合った製品を作り上げていくところにやり

がいを感じています。時には皆で徹夜をする時も

ありますが、この時間がとても楽しいです。

トウネツを選んだ理由

　熱処理メーカーという国内でも希少な企業なの

で、そこに魅力を感じ選びました。



①製品の輸出、海外グループ会社と日本

の会社の窓口役、英訳業務、仕入先との

連絡、梱包、請求書締め処理などです。

②デスク仕事のみではなく、メーカーなら

では、実際に製品に触れながら業務を

できるので、取引会社への説明などもス

ムーズに行えます。海外とのやり取りが

増え、英語を使用する場面が多く、私の

語学力を活かせる点にやりがいがありま

す！

東海事業所　海外部　　
Nさん　2012年入社

①技術系の営業職(セールス・エンジニアリ

ング）は、お客様からの引合い、見積作

成、受注・納品、納品後のフォローと、幅広

い業務を担います。そのため、各部署との

連携が重要になるのでコミュニケーション

を大切にしています。

②営業はお客様の窓口になるので、要望

や問い合せへの対応は重要です。また、

やり遂げた際にお客様からのお礼の話を

いただくと格別にやりがいを感じます。商

談の際には幅広い知識が必要ですが、

個人のスキルアップの機会と捕らえ、成長

できる環境が整っています。

東海事業所　営業
Aさん　2007年入社

①設備の見積り作成から、据付における

現場監督までの一連の業務を行って

います。

②自身の設計がユーザー様に受け入

れてもらえた時……そして、ひと山越

えた後の日本酒が美味しいところで

す。

関西事業所　営業技術
Hさん　2009年入社

①工場内で、製品の組立をしていま

す。

②ゼロから製品ができあがるところに

やりがいを感じています。

関西事業所　製造・資材　
Nさん　1999年入社

①部材購入業務を担当しています。見

積・価格交渉、発注・納期管理、入荷

時の検品や発送など。社内生産管理

システムの効率化委員として、システ

ムの向上にも努めています。

②仕入先や社員と密なコミニュケーショ

ンが取れるところです。緊急で部品

が必要になった際に、仕入先が即座

に協力、加えて社員同士も迅速に連

携できました。結果、お客様にも喜ん

で頂けた時は嬉しく感じました。

北山工場　資材
Iさん　2007年入社

①来客・電話の対応、備品消耗品の管

理、社内行事段取りや費用精算、

カード支払確認、預金口座引落経費

の管理、伝票の起票と会計ソフトへの

入力、手形・小切手の発送などを

行っています。

②総務事務の仕事は全社員がより活

躍できるようサポートすることです

が、仕事は複雑で多岐にわたりま

す。それらを一つ一つやり遂げること

の達成感がやりがいにつながります。

東海事業所　総務経理　
Yさん　2005年入社

①特許出願につながる新しいアイデア

の発掘を進めています。また、弁理士

と連絡を取りながら、日本国内外の出

願特許を権利化する方策を考えてい

ます。

②会社の発展・収益向上を進める上で

知財が一翼を担う重要な業務である

ところです。また、会社方針に則り、自

分の考えを提案した結果、採用され

業務に生かすことができたときです。

東海事業所　知材・契約
Fさん　2018年入社

①受注前は、客先と仕様の打ち合わせ

をして構想図面・見積を作成します。

受注後は、製作から出荷までのフォ

ローをします。出荷後は、客先で立上

げ（設置・試運転）を行います。

②7割は海外向けの仕事なので、いろん

な国に行って現地の人と一緒に仕事

をし、休日は観光に行ったりできると

ころも楽しみの一つです。また、客先

から信頼を得ると、難しいチャレンジン

グな仕事をどんどんもらえるようにな

り、仕事がグングン楽しくなっていくとこ

ろです。

鈴鹿営業所　営業技術　　
Iさん　2012年入社

①パソコン関係の業務をしており、パソ

コンの調子が悪い時に対応したり、

社内で使用するパソコンやプリン

ターの設定を行っています。また、3D 

CADを使用して図面を描いていま

す。

②社内でのトラブルや社員からの要望

が解決でき、業務が円滑に進むよう

になると嬉しく感じます。

東海事業所　情報処理
Eさん　2016年入社

気になるあの部署は？

① 普段はどんな仕事をしていますか

② どんなところにやりがいを感じていますか

①CADを用いた炉体上の配線経路の設

計や出荷前のチェック、制御盤の改善

など電気に関係した仕事を行ってい

ます。

②電気は奥が深く、入社1年経った時点

でまだまだ専門的な知識は覚えきれ

ず、上司や先輩方に助けてもらいな

がら仕事をしています。自分が設計し

た炉体が工場で動いているのを見る

とすごくやりがいを感じます。

東海事業所　営業技術　電気
Kさん　2020年入社

①営業担当者のフォローをしています。

主な業務は予備品対応、見積書作

成、工事部材の発注、納品、簡単な

CADデータの修正などです。

②お客様が希望する納期に間に合うよ

うに予備品・部材を手配し、無事、納

期どおりに納めることができ、お客様

に喜んで頂けた時に嬉しさと同時に

やりがいを感じます。

中部営業所　営業事務
Kさん　2017年入社

①営業技術として、お客様からの依頼に応

じて見積り作成、受注・メンテンス、事後

フォロー等の業務を行います。お客様の

信頼を得られるように業務に取り組んで

います。

②お客様の困りごとを自分たちの提案で

解決し、喜んで頂けたときは嬉しさと同

時にやりがいを感じます。

九州営業所　営業技術
Tさん　2019年入社

①窓口としてお客様の要望を伺い、社内に

展開して意見を取りまとめ提案用の資料

や見積などを作成します。現場作業も

行っています。

②お客様から感謝や労いの言葉をいただく

瞬間は最高です。私個人だけではなく関

わった全ての仲間たちの活躍が報われ

る気分です。苦労もありますが、皆と一緒

にプロジェクトを進めることで日々精進し

ていけます！

埼玉営業所　営業技術　
Fさん　2015年入社

①製造部組立を担当しています。図面を

もとにボルトなどを使用しての組付け・

溶接を使用するなど、さまざまな方法

で製品の製造を行っています。また、製

造後の据付け作業やメンテナンス作業

などを客先で行っています。

②出張ではじめて海外に行ったときに日

本と違う環境で無事仕事を終えること

ができ、その達成感が今でも忘れられ

ず現在の自分のやりがいに繋がってい

ると思います。

北山工場　製造
Sさん　2016年入社

①設備の配線図や機械部品の図面を

描いています。

②自分が描いた図面のとおりに部品が

できあがるのを見ると、ぞくぞくするよ

うな楽しさを感じます。

中部営業所　営業技術　電気
Tさん　2016年入社

①制御盤などの据付、改造、設計など

炉の電気に関する仕事をしていま

す。

②自分の考えた制御が成功した瞬間

にやりがいを感じます。トラブルが起

きると大変ですが、成功した瞬間は

「やってよかった」と思えます。　

中部営業所　営業技術　電気
Hさん　2017年入社


