




色分けした図面でお客様に説明。
工夫の積み重ねが、
提案力の差につながります。

営業部 

営業部（2016年入社）

加藤 和幸  Kazuyuki Kato

私がお客様への最初の窓口。
分かりやすい提案を意識しています。

私たち営業職は、お客様に提案を行う際の窓口となる仕事です。業務の全体像を把握する責任
はとても大きく、入社1年目で初めて設備の改修工事を提案した時はとても緊張しました。その時
に私が意識したのは、分かりやすさに徹底してこだわることです。たとえば設備から水を排出する
際に、水や蒸気がそれぞれどう流れるのか。色分けした図面を使って説明したところ、「分かりやす
い」という評価をいただきました。もし、完全に理解できない部分を残したまま仕事を進めてしまう
と、その後の業務に必ず支障が生じます。お客様や他部署に情報を伝える際は確認作業を入念
に行い、ミスをなくすことを心がけています。

“ものづくり”という言葉の意味を
見つめ直したことが、転機に。

就職活動が始まったころは、メーカーなど一般的な意味での「ものづくり」に関心を持っていました。
その後実感したのが、ものづくりという言葉の意味の広さです。建築設備に携わる仕事は、多くの
技術が集まった、ものづくりの集合体であると考えるようになりました。水や電気、空調設備など、建
物の「内側」の部分に携わりたいと考え、川崎設備工業への入社を志望しました。

商学部 マーケティング学科卒。
主に官公庁への営業を担当。正確な書類の準備や事後のフォ
ローなどに気を配り、きめの細かい営業活動を心がけている。

PROFILE

仕事内容

入社のきっかけ

出社。一日のスケジュールを確認します。
一週間の予定を見通して予定を組むことが大切です。

始業後、入札・契約に関する
書類や見積書を作成します。

会社の近くのお店で昼食。
その時事務所にいる人と
一緒に食べに行きます。

次の日の業務内容をまとめるなど、準備が終わったら退社します。

帰宅。社会人になってから運動不足になりがちなので、体調管理の一環として2日に一度はランニングをしています。

営業部　加藤 和幸の場合

SCHEDULE OF THE DAY

08:10

08:30

12:00

13:00

15:30

19:00

18:30

入社1年目の時は、契約の流れや
事務的な業務の流れを覚えるため
に、さまざまな種類の書類作成を経験
しました。

帰社。書類の作成など事務的な
業務を行います。

取引先に提出する書類は、何よりも正確さ
が必要です。「絶対に間違いがない」と言え
るレベルまで何度もチェックします。上司や
先輩にも確認をしていただきます。

上司に同行して外出。

私は主に官公庁への営業活動を
行っています。お客様に提案を行う際
は、金額の提案だけではなく技術面の
提案を行うことも重要です。日々の勉
強が欠かせません。

加藤さんたち営業担当者は、業務の大枠を決める重要な役割です。営業の
方から提供された資料や情報をもとに私たちが設計を行います。プロジェクト
の「旗振り役」として、これからも活躍してほしいと思います。

設計部から見た営業部TEAM KAWASAKI

営業部 設計部

一枚の書類もきちんと正確に。
きめ細かい仕事を心がけています。



設計部

仕事の結果が、建物の一部になる。
そこに大きな感動があります。

私が主に手がけているのは、工場に関する設計業務です。「設計」と聞くとCADで図面を描くこ
とをイメージするかもしれませんが、実はその前に行うことがたくさんあります。そのひとつが、「計算
書」の作成です。施設に水を送る際の、ポンプの水量計算などがこれにあたります。その上で行う
のが、給水管や排水管などのルートの計画です。階段の下や電気室などを避けながら、できるだ
け配管の距離が短くなるように設計します。そうしたプロセスを経て図面を描き、お客様の要望を
形にしていくのが、私たちの仕事です。自分が書いた図面の内容が建物の一部になり、それを自
分の目で見た時は、大きな感動があります。

「縁の下の力持ち」の役割に
魅力を感じました。

女性で建築を学んでいる人はデザインやインテリアの方面に関心を持つ人が多いのですが、な
ぜか私は最初から設備の分野に興味がありました。何気なく歩いている建物の床の下や壁の中
には、実は重要な配管が張り巡らされている。そういうものを作る仕事に魅力を感じて、川崎設備
工業に入社しました。まさに、「縁の下の力持ち」という言葉がぴったりの仕事だと思います。

仕事内容

入社のきっかけ

設計部　宮﨑 美里の場合

人々が何気なく歩いている床の下に、
自分の設計した配管が通っている。
それが私の、密かな誇りです。

設計部（2013年入社）

宮﨑 美里  Misato Miyazaki

工学部 建築学科卒。
主に工場の設計を担当。衛生・空調・換気図面の作成を中心に、
幅広い設計業務を手がける。

PROFILE

出社。メール等の確認を行い、
一日の業務に備えます。

建築図をもとに、
負荷計算や換気計算を行います。

仕事中でも
整理整頓を心掛けます。

上司や後輩と一緒に昼食。
お店が混む前の少し早めの時間からランチに行きます。

退社。夜遅くまでがんばりすぎるのではなく、毎日ベストな状態を保つことが必要です。
休日は街に出てショッピングを楽しむことが多いです。

始業と同時に行われるのが、部署内の朝礼です。
お互いの業務内容を共有します。

毎日のリズムが大切。
短時間で集中して働きます。

SCHEDULE OF THE DAY

08:20

08:30

08:40

11:45

12:45

15:00

19:00

建築図をもとに、負荷計算や換気計算
を行います。場合によっては検討資料
の作成を行います。また、電話でお客様
や工事の担当者から問い合わせを受け
ることもあります。

引き続きデスクワーク。資料をき
ちんと整理するなど、女性ならで
はの細やかさを仕事の中で活か
したいと考えています。女性が
活躍できる仕事だということを、
多くの方に知っていただけたら
と思います。

午後の業務がスタート。
計算書をもとに機器の選定を行い、
配管やダクトのルートを図面に起こします。
日によってはお客様を訪問して一日中打ち合わせをすることもあります。

施工を担当するのは私たち工事部ですが、宮﨑さんたちが描いた設計図が
なければ、工事を進めることはできません。建築図面を見るといつも、設計部
の皆さんの現場に対する理解の深さを実感します。

設計部 工事部

工事部から見た設計部TEAM KAWASAKI



先輩方の指導を受けながら、
施工管理の経験を積んでいます。

当社が工事を手がける現場で施工管理を行うのが、私の仕事です。先輩のサポートをしながら
職人さんへの指示を行ったり、簡単な施工図面を描いたりしています。とはいえ、入社直後は何
も分からないところからのスタートです。現場に搬入された資材を管理する際も、その名前すら
分からず、一から先輩に教わりました。先輩方は経験豊富な方ばかりで、職人さんからどんな質
問を受けた時でも「ここはこういう仕上がりにしてほしい」と的確に指示を出します。先輩方の仕
事ぶりを見習いながら、さまざまな種類の現場を経験し、一人前の現場監督に近づいていくこと
が今後の目標です。

会社の雰囲気が良く、
「人」に魅力を感じました。

私が「設備」に関心を持ったのは、大学時代のことです。所属していた研究室では効率的にエネ
ルギーを使う建物のあり方を研究しており、その専門性を活かしたいと思っていました。設備に関
する企業を調べていく中で川崎設備工業への入社を決めたのは、「人」の面で魅力を感じたから
です。会社説明会の雰囲気が良く、面接でも話しやすさを感じました。

仕事内容

入社のきっかけ

工事部　林 拓耶の場合

分からないことだらけのスタート。
未知の部分が大きいからこそ、
自分の成長を実感できる。

工事部（2016年入社）

林 拓耶  Takuya Hayashi

工学部 建築学科卒。
大学の研究室では、建物の効率的なエネルギー利用について研究。
設備に携わる仕事に魅力を感じ、川崎設備工業に入社した。

PROFILE

工事部

現場到着。届いていたメールを確認したり、
一日のスケジュールを確認したりします。

朝礼が終わったら、
いっせいに作業を開始。

昼休み。現場でお弁当を食べます。
お弁当を発注するのも、
若手現場監督の仕事です。

退社。翌日も早い時間から仕事が始まるので、業務終了後は家でゆっくりします。

朝礼スタート。現場で働く人すべてが参加します。
ラジオ体操を行った後、工事の進捗確認や注意事項の確認を行います。

大勢の人と関わりながら、
建物を形にしていく仕事です。

SCHEDULE OF THE DAY

07:20

08:00

08:40

12:00

13:00

17:00

現場で職人さんから質問を受けたら、
それに対して指示を行います。自分が
分からないことがあれば、現場事務所
にいる先輩に確認します。

現場事務所に戻ってからも
やることはたくさんあります。

現場の定時が終了。ただ、この後も作業をす
る職人さんがいるので、私たち現場監督はす
べての作業が終わるまで見届けます。また、
現場事務所での事務的な業務や施工図面
の作成なども行います。

現場の状況を
細かく記録していきます。
午後の業務がスタート。現場の進捗
状況を写真に撮って記録するほか、
材料が搬入された時も内容を確認し
た上、写真に残します。

私たち営業担当者が獲得した仕事は、工事部の皆さんの手で完結されま
す。まさに当社の信頼に直結するのが、工事部の仕事だと感じています。林
くんは同期入社なので、活躍ぶりを見ていつも刺激を受けています。

営業部から見た工事部TEAM KAWASAKI

営業部工事部

19:00



新入社員教育制度

商号

本店

代表者

設立

払込資本金

主要株主

建設業許可番

営業種目

川崎設備工業株式会社

名古屋市中区大須一丁目6番47号

代表取締役社長 廣江 勝志

昭和26年10月

15億8,100万円

株式会社関電工、川崎重工業株式会社、株式会社大垣共立銀行

国土交通大臣許可（特-26）第3183号

空気調和・冷暖房・給排水・衛生・換気・防災・環境・工場施設・
公害防止・電気等に関する設計と施工

昭和26年 10月

昭和34年   4月

平成8年   1月

平成13年   1月
   4月

平成17年   8月
 11月

平成20年   4月

平成28年   1月

（株）川崎岐阜製作所の航空機生産再開に伴い、設備部門は分離独立し、
川崎設備工業株式会社となる。（授権資本2,800万円、払込資本700万円）
本店を岐阜市若宮町におく。

本店を名古屋市中区大須に移転。

名古屋証券取引所第2部株式上場。資本金15億8,100万円に増資。

主要店においてISO 9001取得完了。（Certificate No：34007）
豊田支店においてISO 14001取得完了。（Certificate No：41122）

本店を名古屋市中区錦2-18-5に移転。
東部支社においてISO 14001 ： 2004取得完了。（Certificate No.39955）

株式会社 関電工が親会社に異動。

本店を名古屋市中区大須1-6-47に移転。

入社直後より、一般的な基礎教育を数日行います。また、配属後、それぞれの部門において
専門的な教育実習を行います。

研修制度 会社概要

沿革

社章

幹部社員研修
キャリア別、職能別に幹部社員の管理能力向上のために研修が実施されます。

資格取得研修制度
技術、事務部門を問わず資格取得をバックアップしています。社内外の講習会に積極的に
参加、また、受験に関する諸費用、宿泊、交通費を全額負担する他、合格時には奨励金が
支給されます。

報奨金対象資格
●１・２級管工事施工管理技士
●１・２級電気工事施工管理技士
●１・２級土木施工管理技士
●給水装置工事主任技術者
●ボイラー据付工事作業主任者
●設備士（空調、衛生）
●配管技能士
●水道工事配管工に準ずる資格
●建築設備士
●技術士
●１級計装士

●第１・２種電気工事士
●消防設備士（甲１類２類３類4類・乙６類）
●１級建築士
●構造設計１級建築士
●設備設計１級建築士
●第１種衛生管理者
●１級建設業経理士
●税理士
●弁理士
●司法書士　などの資格

当社の一番の財産は、「人」です。

その大切さを常に意識し、

人材育成に力を注いでいます。

新入社員教育制度や幹部社員研修、

資格取得をサポートする研修制度など、

多様な教育・研修制度を用意しています。

デザインは 「川」 と 「K」 をあしらい、

右肩上がりの躍動感あふれる会社を表し、

色は「緑」が衛生を表し安全をイメージし、

「青」 は空調を表し地球環境をイメージし、

「橙」 は電気を表し明るい元気な会社をイメージしております。

衛生〈安全〉

電気
〈明るい元気な会社〉

空調〈地球環境〉

主要店 本社/東部支社

本店/中部支社

西部支社

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-28-4　　 TEL ： 03-3402-6333

愛知県名古屋市中区大須1-6-47　  TEL ： 052-221-7700

大阪府大阪市淀川区宮原4-1-14
（住友生命新大阪北ビル8階） TEL ： 06-6396-8400




