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会社名
Company Name

株式会社トーエネック
TOENEC CORPORATION

本社所在地
Address

愛知県名古屋市中区栄一丁目20番31号
20-31, Sakae 1-chome, Naka-ku, Nagoya, Aichi, Japan

設立
Establishment

1944年10月1日
October 1st, 1944

資本金
Capitalization

7,680百万円
7,680 Million JPY

TOENEC PHILIPPINES INC.（トーエネックフィリピン）は株式会社トーエネックの現地法人です。

当社は総合設備企業として1995年に設立いたしました。真心・誠意・誠実をモットーに、目標である『お客さまから信頼される企
業』を達成するため『安全かつ安心して過ごしていただける職場環境を創造・提供し続ける』ことが我々の使命と考えております。
現在は日系企業さま向けの工場案件を中心に、事務所、道路照明など電気空調管工事を手掛けております。主な施工範囲は、ルソン

島南部に集中しておりますが、将来的には工事実績もある、ルソン島北部・ビサヤ地域にも積極的に営業を展開してまいります。

With a motto of “sincerity, reliability, and honesty,” we aim to be a company trusted by our customers. Our mission is to continue to 

create and provide safe and secure workplace environments for our customers.
Currently, Our main focus is on factories for Japanese companies, but we are also involved in building offices and street lighting.

Most of our work is concentrated in Southern Luzon, but we are also proactively expanding our scope to Northern Luzon and the Visayas, 
where we already have construction experience. 

Toenec Philippines Inc. was established as an integrated facility company in 1995, and is a subsidiary of the Toenec Corporation. 



親会社であるトーエネックは1970年代より海外事業をスタートさせ、現在までに様々な国・地域で多くの建設プロジェクトに参画して
まいりました。⾧年の経験により蓄積された技術やノウハウは子会社である当社にも伝えられ、品質・安全管理に活かされています。

親会社主導のもとエンジニア向けに技術教
育を実施し、日本水準の技術やノウハウを学
んでいます。最近では日本語教育も行ってお
り、日本語可能なエンジニアの育成に注力し
ております。

海外経験豊富な日本人エンジニアが在籍し
ており、適宜現場をサポートすることで安全
で高品質な施工を実現します。

当社の強み

Reason why TOENEC PHILIPPINES is selected

技術者教育
Engineer Training

日本人エンジニアによる現場支援
On-site support by Japanese engineers

Our parent company, the Toenec Corporation, started doing business overseas in the 1970s, and has been operating in various countries 

and regions since then, participating in many construction projects.  The technology and know-how they accumulated through many years 
of experience has also been passed down to us as a subsidiary company, which we use in our quality and safety management.

Under the leadership of our parent 

company, we provide technical training for our 
engineers to learn the Japanese standard of 
technology and know-how. 

Recently, we have also been providing 

Japanese language instruction, focusing on 
training engineers who can speak Japanese.

We have Japanese engineers with a wealth 

of overseas experience on staff to provide 
appropriate on-site support to ensure safe 
and high-quality construction.



当社は施工に留まることなく、アフターフォローも重要な業務と位置付けております。
一時のお付き合いで終わることなく、メンテナンス等を通じ、末永くお客さまの安全・安心をサポートしてまいります。

当社の強み

Reason why TOENEC PHILIPPINES is selected

We can provide “One-Stop Service” to all costumers from design-build to maintenance.

Going beyond the construction stage, we also consider follow-up 

services as an important part of our operations.
Our relationship with our customers is not just a temporary 

association; by providing maintenance and other services, we will 
continue to support our customers’ safety and peace of mind for 
many years to come. 

設計・施工からメンテナンスに至るまでワンストップで対応いたします。



主な施工実績

Construction Works History

セイコーエプソン株式会社
SEIKO EPSON CORPORATION

鹿島建設 株式会社
KAJIMA CORPORATION

清水建設 株式会社
SHIMIZU CORPORATION

三井住友建設 株式会社
Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd.

主要お取引先
Major Clients

1 2

3 4

1. テルモ 株式会社
TERUMO CORPORATION

2. B/E エアロスペース社
B/E Aerospace (UK) Ltd

3. ローム 株式会社
ROHM Co., Ltd

4. キヤノン株式会社
Canon Inc.

※敬称略
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代表取締役社⾧
岡村 真人
President

Masato Okamura

経理部
Accounting Div.

人事部
Human Resources Div.

総務部
Administration Div.

購買部
Purchasing Div.

設計・積算部
Design & Estimate Div.

工事部
Construction Div.

会社名
Company Name

トーエネックフィリピン
TOENEC PHILIPPINES INC.

設立年
Establishment

1995

資本金
Capitalization

PHP 1,800,000

所在地
Address

4F, Valderrama Building, 107 Esteban Street, Legaspi Village, 
Makati City 1229, Philippines

代表取締役社⾧
President

岡村 真人
Masato Okamura

連絡先
Contact

TEL: (63) 2-7-621-6800

事業内容
Business
Description

1. 電気・機械設備設計、工事および工事管理
2. 消防設備設計、工事および工事管理
3. 軽微な建築内装設計、工事および工事管理

Design and Construction service for the following Equipment
1. Electrical and Mechanical Equipment
2. Fire Equipment
3. Minor Architectural Interior

会社概要

Company Outline



事業ライセンス

Business License



事業ライセンス

Business License



TOENEC PHILIPPINES INC.
4F, Valderrama Building, 107 Esteban Street, Legaspi Village, 

Makati City 1229, Philippines


