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採用案内

RELIABILITY & CHALLENGE
能代から
「世界の頂き」へ!
信頼を基盤に挑戦し続けます。
代表取締役社長

増田 浩文

挑戦

CHALLENGE
新たな技術・
製品づくりに挑む

東海能代精工は、東海カーボングループの一員として、グループ内
でも希少な鉄鋼材料加工分野を担い、創業以来培ってきた熟練の技を
軸に、高精度な製品づくりを行なっています。
特に「熱処理」
「研磨」における専門技術は高い評価をいただいており、
建設機械、産業機械に欠くことのできない製品として国内外の需要に
お応えしています。

信頼

世界のあらゆる産業を支えるモノづくり。未来を変えるのは、私たち
の優れた技術力であるという誇りを胸に、お客様や地域社会からの厚
い信頼を基盤とし、これからの社会を見据えた新たな技術や製品の開
発にも取り組んでまいります。

RELIABILITY
ステークホルダーの皆さま
顧客

地域社会

能代から
「世界の頂き」
に向かってまい進する東海能代精工の熱いス

従業員と
そのご家族 等

ピリットに触れ、一緒にチャレンジしていただける皆さんを待っています。

活躍の場も幅広く、
熱意さえあれば成長できる。
取締役工場長

私たちが主力としているクラッチプレート
（相手板、
芯板）
は、海外に進出している大手建設機械メーカーな
どに採用いただいており、非常に高い精度や耐久性が

田村 進

要求されます。それだけにやりがいも大きく、一丸となっ
て品質の向上に取り組んでいます。
世代交代が進む中、技術の継承に力を入れつつ、若
手からベテランまで従業員一人ひとりが自ら考え、行動
できるよう支えていきたいと思います。
素材から完成品にいたるまで、すべての工程を自社で
行っており、適性に合った仕事を見つけやすいのも当社
の特色です。熱処理などの現場から品質検査まで活躍
の場も幅広く、必要な資格・免許は入社後に取得を支援
しますので、熱意さえあれば成長できます。ぜひ一度来
社して、会社の雰囲気を実際に感じてください。
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東海能代精工の強み

モノづくりで未来を変える。

3つの「テッパン」

1

材料

クラッチプレート生産で培った

高精度な技術力

レーザー加工
油焼入れ

世界に誇れる
「熱処理」
と
「研磨」の技

形状加工

当社が手がけるクラッチプレート
（相手板、
芯板）
は、海外の鉱山で運搬に使われるダンプ

打抜プレス

トラックなど、強靭さが求められる建設・産業
機械の動力伝達を担う重要な部品です。

ソルト焼入れ

当社では、国内有数の建設機械メーカーに
認められた
「熱処理」
「研磨」
をはじめとする高
度な形状調整・表面加工技術を駆使し、鉄鋼
材料の種類に関わらず平面度0.03、平行度
0.01という実績を保持。寸法精度ともに高い
品質を備えた製品づくりを実現し、世界の産
業を見えないところで支えています。

2

熱処理

焼戻し

（ソルト焼戻し炉も保有）

旋盤加工

自社工場による

一貫生産体制
1枚の鉄板が製品へ。
モノづくりのすべてがここに

歯切り加工

フェロー歯切り

穴あけ加工

ホブ歯切り

当社では、
材料の調達から成形、
熱処
理、
歯切りや研磨、
検査にいたるまで一
貫して自社の工場で行なう体制を築い
ています。すべての工程を自社で管理
することで、高い製造レベルを維持し
ながら、
安定した品質を確保しています。
また、1枚の鉄板が製品に変わるま
での全工程を社内で共有できることは、
従業員のやりがいにつながり、技術や

3

技能の継承においても大きなメリット

研磨加工

となっています。

信頼に応える

チーム力

ロータリー研磨

お客様の信頼に応える製品づくりを
目指し、一人ひとりがスペシャリストと
して活躍できる企業風土を育むととも

仕上げ加工

に、目標達成に向けたチーム力の向上
にも取り組んでいます。

バフ研磨

工程間で連携しやすい自社一貫生産
ならではの強みを生かし、問題があれ
ばその日のうちに話し合って解決する
など、日頃からコミュニケーションをと
りやすい環境づくりを行なっています。
2

製品

社 員インタビュー

熱処理加工のミッションは、
見えない部分の徹底管理。
T.Narita

製造課

熱処理係

2008年入社
（新卒採用）

出身は商業高校で、製造とはあまり縁がなかったのですが、
就職活動中にモノづくりに興味が湧いてきて、数社を見学し
ました。その中で、大型の機械を操作する当社の熱処理の現
場を目にし、思わず
「かっこいい」
と感じたのが志望の動機です。
じん

熱処理では、形状を加工した鉄鋼に、硬さや靭性を与える
焼入れ、焼戻しを行います。作業の後も見た目には変化がなく、
製品の良し悪しがわからないので、不具合があると客先での
事故につながりかねません。そのため、現場では加工手順、品
質、設備などを徹底管理し、責任感を持って作業に取り組ん
でいます。
当社は、作業や管理に必要な資格取得のサポートも充実し
ていると感じています。今は金属熱処理技能士1級を取得して
いるので、次は特級に挑戦したいと思っています。

就活生

への
メッセージ

資格取得もサポート。
着実にステップアップできる 社員育成制度

製造は自分の力を発揮しやすく、
創意工夫しながら
仕事を極める面白さもあります。

入社後は安全・生産管理等の基礎知識を習得し
た後、本人の適性を踏まえた上で各配属先での教

成長できる職場で

育を行い、資格取得支援などを通じて専門性を高

一緒に働いてみませんか。

めながらキャリアを形成できるようサポートします。
● 新入社員教育、職能別専門教育、資格取得報奨制度

● 天井クレーン、フォークリフト等の資格取得および

各種技能教育検定の推進

● 女性の役職昇進の推進

３

頑張りが評価してもらえる、
女性が働きやすい職場。
女 性社 員の声

品質管理課 Nさん

最初は派遣社員として就業しましたが、働いていく中で頑
張りが評価してもらえる会社だと感じ、社員を志望しました。
上場企業のグループ会社という安心感もありますし、育児
休暇・介護休暇等各種福利厚生が充実しているのも魅力です。
仕事内容は工程管理を担当しており、日々現場を回りながら、
製品の加工予定や流れの管理、出荷処理などを行なっていま
すが、生産の途中で同じ加工機に製品が集中してしまった場

環境に優しく、従業員から
愛される会社にしたい。

合など、現場の担当者と話し合いながら調整し、スムーズに
進んだ時にはやりがいを感じます。
業務で悩むことがあっても、相談するとすぐに的確なアド

H.Shibata

バイスが返ってくるなど、職場の雰囲気も良く、改善を積み

総務課

重ねながら生産性の向上に取り組んでいます。

就活生

2008年入社
（新卒採用）

工場というとハードな仕事を

への
メッセージ

イメージするかもしれませんが、
品質管理や検査など、

学生時代を北海道で過ごし、就職活動もしていましたが、

細やかさが求められる業務もあり、

実家が秋田で農業を営んでいることもあり、先のことを考え

女性が働きやすい職場です。

て地元に戻りました。
当社を志望した1番の理由は、東証一部上場の東海カーボ
ンのグループ会社という将来性や安定性です。なじみのない
業種でしたが、会社見学の際に親切丁寧に対応していただけ
たことで仕事への不安がなくなり、ここで頑張ってみようと思

多様な人材の活躍を支える

いました。

安心の福利厚生

現在は工程管理業務のほか、グループの環境理念に沿って
省エネルギーや廃棄物の削減に取り組み、95%以上の鉄を含

● 各種社会保険
（健康保険、介護保険、厚生

む汚泥を業者に買い取っていただくなど、資源の再利用化も

年金、雇用保険）
、その他（労災保険、会社
親睦会費
（賃金控除1,000円）
）

進めています。今後の目標としては、地域のマラソン大会への

● 年間休日111日
（会社カレンダーに準じる）

参加など、職場が結束できる機会をつくり、自分の会社にさ

年末年始休暇、盆休、有給休暇、慶弔休暇、

らに愛着が湧くような取り組みもしていきたいですね。

育児休暇、介護休暇等
（会社規定による）

● 賞与 : 年2回、昇給 : 年1回、通勤手当あり

● そ の 他（永年勤 続 表彰、定年退 職 記 念品

贈呈）

就活生

● 社内行事、
レクリエ

への
メッセージ

ー ション 活 動 等。
花 見・旅 行・忘年

会を行い、親睦を

図っています。

製造の知識や技術がなくても、
先輩方が丁寧に指導します。
失敗を恐れず、
何事にも意欲を持って
取り組んでほしいと思います。

社員旅行にて

4

難易度の高い加工が
できた時の達成感は大きい。
K.Ichikawa
製造課

穴あけ係

2018年入社(新卒採用)

高校で農業を学んでいましたが、モノづくりに興味があり、
卒業後は製造分野の仕事に就きたいと思っていました。当社
を志望した理由は、勤務条件などが自分の希望に合っていた

チームの一員として
製品をつくり上げる充実感。

ことです。休みの日には趣味の釣りを楽しみ、職場の上司と
海釣りに出かけることもあります。
仕事では製品の穴あけを担当しており、現場の先輩と切磋
琢磨しながら作業に励んでいます。ボール盤やマシニング

H.Otaka

センタなどの工作機械を操作し、狙ったところに正確に穴を

製造課

あ け る 気 の 抜 け な い 作 業 で す が、自 分 の 技 術 レ ベ ル が

熱処理係

2019年入社(新卒採用)

上 がって難しい加 工 ができるようになった時には 大きな
達成感を感じます。
今後はCAD(コンピュータによる設計製図)の習得も目指し、
自分でプログラムを作成できるようになりたいと思います。
就職活動で当社を見学した際、先輩方が作業に向き合う

就活生

への
メッセージ

姿勢に心が動かされ、モノづくりに携わる仕事への憧れも

上司や先輩からの指導が

あって、自分もここで働きたいと思いました。

丁寧で温かく、

担当している熱 処 理 では、鉄 鋼を加 熱して組 織 変 化を

仕事とプライベートのバランスが

生じさせることで、製品に強さを加えます。焼入れによって

とりやすい職 場環境も含めて、

硬度を一気に高めた後、粘り強さを引き出すために焼戻す。

働きやすい会社です。

不手際があるとHRC(ロックウェル硬さ)の数値などに表れる
ので、集中して取り組んでいます。作業中は現場が高温に
なりますが、体を動かす仕事が好きなので、気持ちのいい
充実感がありますね。
思 えば 小 学 校 から高 校まで 吹 奏 楽 部で 活 動し、目標に
向かって１つになる楽しさを感じていたので、今後も当社の製
品づくりを 担うチームの 一 員として 頑 張っていきたいと
思います。

就活生

への
メッセージ

自分の仕事が世界の産業に
役立っていると思うと、
やりがいがあります。
社内の雰 囲気も明るく、
活気がある職場です。

5

本社工場

〒016-0122

秋田県能代市扇田字扇渕1-2

能代工業団地内

TEL.0185-58-3125 FAX.0185-58-3127
https://www.tokai-noshiroseiko.co.jp
設立

2007年4月2日

代表取締役社長

増田

従業員数

72名
（2021年8月現在）

事業内容

浩文

建設機械等に使用される摩擦材部品及び
その構成要素の製造及び販売

株式会社
本社

〒107-8636 東京都港区北青山1-2-3

青山ビル

TEL. 03-3746-5100
（代）
https://www.tokaicarbon.co.jp
● 記載情報は2021年 8月現在のものです。
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