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Greeting
業界一筋のトウテックだからできる、
電気設備の完全トータルサポート。
昭和23年の創業以来、当社は電気設備の技術を通して社会に貢献してきました。
その経験値からの幅広い対応、またお客様の期待に応える品質が評価されています。

1948年に設立以来、
トウテックは常に時代の変化を先取りし、発展と成長を
してまいりました。設備の進化に伴い、我々の技術力も絶え間なく進化を遂
げ、今もなお新しいことに挑戦し続けています。当社の一番の強みは、電気設
備のトータルエンジニアリングを展開していることです。
その技術力をいつの時代も保持し続けているのは、
スタッフ一人ひとりの力を
結集した総合力だと考えています。本当にたくさんのお客様から長年にわたり
信頼して頂いているということが、お客様のご希望にお応えしたいという誠実
な想いと懸命な努力の賜物だと自負しています。
近年、私たちを取り巻く環境が急速に変化を遂げています。ライフスタイルや
価値観が多様化していく激動の時代の中で、自分たちは社会にどのように貢
献できるのか、未来に何を残せるのか、
これからも模索し続けてまいります。
皆様方には一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役

佐藤 洋尚
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トウテック株式会社
〒173-0034

東京都板橋区幸町39番5号

TEL：03-3973-0311（代表） FAX：03-3973-0308
設

立

昭和23年5月27日

資 本 金

46,800,000円

代 表 者

代表取締役

事業内容

受変電設備の設計・施工

佐藤 洋尚

電灯・動力工事の設計・施工
冷凍・冷蔵設備の設計・施工
冷暖房空調工事の設計・施工
冷媒回収
全各号に付帯する一切の業務
許 認 可

許可番号：東京都知事許可（特-2）第41928号
種

類：電気工事業

許可番号：東京都知事許可（般-28）第41928号
種

沿

類：管工事業

革

昭和23年

現在地に東京音響株式会社として設立

昭和39年

代表取締役の変更

昭和49年

資本金を400万円に増資

昭和54年

現本社完成

昭和59年

資本金を1,170万円に増資

昭和63年

資本金を2,340万円に増資

平成3年

資本金を4,680万円に増資

平成7年

3月21日をもって社名をトウテック株式会社に変更

平成19年

大阪営業所を設立

平成24年

代表取締役の変更

平成28年

大阪営業所の閉鎖

平成30年

日永電気工業株式会社

令和元年

ベトナム現地法人設立

子会社化

事業内容 １

Description
of
Business・1
電気設備の新設もリフォームも対応可能。
設計から施工まで一貫対応できる
ノウハウがある。

「電気をつなぐ」ということは私たちの日常生活に欠かせません。

社会の「当たり前」を裏側からサポートしていくのが私たちの仕事です。
そのためにトウテックはあらゆる電気設備技術を習得し、
求められるサービスを提供し続けます。

01.

M
ain
Business

電灯・動力設備の設計・施工
コンセントやスイッチ、照明器具などを取り
付けます。普段私たちが何気なく使っている
当たり前のものですが、生活になくてはなら
ないものを裏側から支えています。

冷凍・冷蔵設備制御回路工事
スーパーやコンビニエンスストアの冷凍・冷蔵ショーケースの
設備工事を行います。
食品の衛生管理には、加工空間の温度管理の徹底も重要です。
●プレハブ冷凍・冷蔵庫制御回路の設計・施工
●恒温恒湿冷凍・冷蔵庫の制御回路の設計・施工
●温度監視システムの設計・施工
その他特殊な制御回路にも対応しています。

02.

施工例 コンビニエンスストア、
スーパーマーケット、工場、事務所、物流センター、医薬品保管倉庫

事業内容 ２

D
of
・2
Business
O

escription
空間の快適性や生産性の向上をかなえる、
トウテックの施工技術。

ther Business

受変電設備の設計・
施工

弱電設備
LAN設置工事などの弱電設備も、
強電設備と併せて一貫して施工します。
●通信用配線設備
●LAN設備
●電話交換機設備

キュービクル、電気室など、それぞれ
の建物や施設に最適な受変電設備

04.

をご提案します。

03.

●新規キュービクル設計・施工
●容量増設キュービクル設計・施工
●変圧器・開閉機器類の取付工事
●受電盤・変電盤の製作、取付工事
●各種試験、検査
●既設受変電設備改修・機器更新
●PCB含有検査

省電力工事
それぞれの施設に最適な省エネ・省
電力設備をご提案して、施工します。

防災設備

05.

●省エネ・LED改修工事の設計・施工
●電力見える化工事の設計・施工

人々を災害から守る防災関係の設備を、
施工から保守点検まで対応可能です。
●自動火災報知設備
●非常警報設備
●非常放送設備
●漏電火災警報機
●スプリンクラー設備、その他消火設備

07.

冷暖房空調設備
各施設の規模を問わず、空調設備を設計から承ります。
●店舗、事務所、工場などの冷暖房設備
●ビル全体のビルマルチ冷暖房設備

06.

特長と強み

F

eatures and
trengths

S

70年以上の経験
70年以上の歴史の中、非常に多くの施工を行ってきましたが、その中でトウ
テックは「信用と信頼」
を大切にしてきました。
これだけ多くの取引実績があるのは
ひとつひとつの仕事をしっかりと仕上げて、信頼を積み上げてきたからこそです。
電気設備への新しいニーズに、応え続け、多くのお客様からご評価をいただいてい
ます。
また、大手チェーン店の指定工事店にもなっており、多数の実績があります。

海外進出に挑戦
これから会社が生き残っていくためには日本だけでなく海外も視野に入れた
挑戦をしていかなければなりません。そんな思いがあり、当社の技術を海外
でも活かせるよう、2019年5月にベトナム・ホーチミンに現地法人を設立い
たしました。
トウテックは会社の成長と未来社会に貢献するため、新しいこと
にチャレンジしています。

経営/技術力を強化
2018年7月に鉄道の電気設備工事を得意とした日永電気工業が当社
に加わりました。このM&Aにより当社の事業領域は広がりました。
今後もさらなる技術の向上をめざしてまいります。

独自の研修制度
入社後は会社全体の流れを理解するため、営業・設計・工事・購買と４つの部
署を３カ月にわたってジョブローテーションします。
部署に配属され基本的な研修を終えた後も定期的に研修・教育を行っていき
ます。ほとんどの社員が未経験で入社していて、電気工事について知識ゼロ
から始めた社員も手に職を付けることができます。
「個を大事にし、人を育てる」
という風土が根付いています。

設計から施工まで一貫したサービス
電気設備や冷凍・冷蔵設備等の設計・施工・保守を一貫して行っています。
また、他社で施工
された設備の改修も柔軟に対応いたします。
電気設備に関するすべての工程の技術を内包し、いつでもお客様のニーズに応えられるだ
けでなく、
電気のプロとして様々なご提案ができる会社でありたいと考えています。

社員紹介 工事部

Employee
Introduction
未経験でも、
成長をバックアップしてくれる。
スーパーやその他施設の冷蔵・冷凍設備の工事や電気工事を担当しています。
会社説明会に参加した際に、
社内の雰囲気の良さを感じ、
それがきっかけで入社しました。
電気設備の予備知識もなく、
右も左も分からない状態からのスタートでしたが、
先輩や上司からたく
さんのサポートをいただきました。
自分一人で作業ができるようになった時の達成感は忘れられませ
ん。
入社して半年、
作業の工程で分からない部分もまだまだ多いですが、
技術が身に付く楽しさを実
感しています。
未経験でも安心して経験を積むことができ、
それをバックアップしてくれる土壌がトウ
テックにはあります。

工事部一課 ２０２０年入社

8:00

出社

担当する現場へ向かう準備をします。

9:30

現場入り

休憩を取りながら、
夕方まで工事作業
を進めます。

17:30

帰社

一日の流れを、
日報に記入します。

18:00

退社

工期に余裕がない時を除き、
基本的に
18時には帰ります。

自分の担当現場を持つと、
やりがいはひとしお。
コンビニなどの店舗の電気工事と、
その施工管理をしています。
各地に自分の施工したコンビニがあるので、
プライベートなどでふと見かけるとしみじみと仕事への
誇らしさを感じて、
それが楽しみのひとつでもあります。
また、
工事の期間中にその地域の方々と交
流があるのも、
この仕事ならではの面白さです。
私は入社してまだ数年ですが、
入社から１〜２年で現
場を任せてもらえて、
自分が主体となり仕事を進めたかった私にとって働きやすい職場だと感じまし
た。
実際の工事では作業自体が単純に楽しく、
インターンシップに来てくれたほとんどの人から、
「初
めて電気工事を体験したけど、
想像以上に面白かった」
といった感想を頂いています。
少しでも興味
がある方は、
ぜひ一度チャレンジして欲しいです。

8:00

出社

すぐに現場に出るので、
朝イチのメー
ルチェックは欠かせません。

10:00

現場入り

お客様のご要望に応えながら、
作業員
に指示を出して現場を管理します。

工事部二課 ２０１７年入社

14:00

別の現場へ

工期が重なる複数の現場を、同時進
行で進めていきます。

19:00

退社

発注作業などの事務処理をこなしつつ、
帰る前に翌日の段取りを確認します。

／事務

社員紹介 営業・設計

Employee
Introduction
トウテックならではの施工力が誇り。
営業と設計業務を兼業しています。
業務内容は幅が広いですが、
現場調査から見積り作成・図面作成まで行い、
スピード感のあるご提案
ができるという点が、
自分の強みだと考えています。
他社では諦めるような複雑な案件でも、
トウテックでは長年の経験と知識をもって対応ができるた
め、
お客様から
「ここに頼んでよかった、
応えてくれると思った」
というおほめの言葉をいただく機会が
多く、
その度に誇りと責任を感じます。
未経験からのスタートで、
最初はつまずくこともあるかと思い
ますが、
どんな時でも相談に乗ってくれる先輩社員が揃っているので、
安心してトウテックに飛び込ん
で来てください。

8:00

出社

始業開始の際、毎週月曜日は朝礼を
行います。

営業部設計課 ２０１７年入社

9:00

打ち合わせ

お客様と打ち合わせをします。
現場調
査に出向くこともあります。

15:00

図面作成

打ち合わせをもとに、
図面を起こします。

18:00

退社

翌日の準備と日報作成を終えて、
退社
します。

裏方仕事を通して見える、
トウテックの魅力。
私たち事務の仕事は採用業務や経理業務など、
仕事内容は多岐にわたります。
直接お客様と関わりを持つことはほとんどありませんが、
現場で働く社員が気持ちよく作業ができる
ように、
電話対応や清掃などの裏で支える仕事も多いです。
設計から施工まで一貫して行うことが当社の特長です。
これを支えているのが、
高い技術力を持つ人
材を育てるキャリアサポートであり、
トウテックの魅力のひとつです。
一人ひとりの裁量が大きい分仕事は大変ですが、
成長できる環境は十分にあると思います。
電気を通して社会貢献度の高い仕事がしたいという方をお待ちしております。

統括事業部統括課 ２０２０年入社

8:00

出社

清掃やメール・電話の対応をします。

13:00

会社説明会

新卒者向けの説明会で、
進行を担当し
ます。

16:00

経理業務

会計ソフトなどの入力を行います。

17:30

退社

事務作業をひと通りこなし、退社します。

