
■ 事業所一覧■ 会社概要

商号 株式会社 マナテック

代表者 神田 昭夫

設立 昭和33年10月10日（創業 昭和21年3月）

資本金 9,000万円

社員 210人（2020年9月30日現在）

建設業許可

長野県知事許可　第2554号
特定 (土)、(建)、(電)、(管)、(鋼)、(塗)、
　　 (機)、(絶)、(通)、(園)、(水)
一般 (消)

事業内容
株式会社 日立製作所総合特約店
長野県下で、電気・設備工事業、保守サービス業及び
電気機器卸売業を行っています。

会社組織

代表取締役社長 神田　昭夫
取締役会長  岩田　　昇
取締役  忠平　匡教 （営業統括第2本部長）
取締役  大橋　廣幸 （管理本部長）
取締役  山岸　純一 （営業統括第1本部長）
取締役相談役（非常勤） 堀江　三定
監査役（非常勤） 原田　清人
執行役員  西澤　孝之 （長野支店長）
執行役員  前島　繁治 （上田支店長）
執行役員  望月　正通 （松本支店長）
執行役員  今井　　誠 （諏訪支店長）
執行役員  有賀　信司 （伊那支店長）
執行役員  下島　義行 （飯田支店長）
執行役員  関口　将之 （機電システム本部長）
執行役員  岡田　孝行 （施設第一本部長）
執行役員  宮島　　学 （施設第二本部長）
執行役員  内田　安昭 （サービス本部長）  

昭和21年3月 上田市にて創業

昭和23年4月 株式会社日立製作所の特約店契約となる

昭和33年10月 本社を長野市に移転

昭和45年5月 本社を現在地に新築移転

平成8年10月 上田支店を現在地に新築移転

■ 沿革

松田産業 株式会社

昭和40年 株式会社日立製作所販売会社として信日機電株式会社設立

昭和48年 社名を南信日立商品株式会社に変更

平成3年 社名を株式会社南信日立に変更

株式会社 南信日立

平成19年8月 伊那支店を現在地に新築移転

平成25年12月 飯田支店を現在地に新築移転

平成19年 合併　松田・南信株式会社

松田・南信 株式会社

平成29年10月 松田・南信株式会社から
株式会社マナテックへ社名を変更

株式会社 マナテック

〒381-8539 長野県長野市大字南長池字古新田369番地5
TEL:026-243-3222／FAX:026-244-5146

本社・長野支店

TOP MESSAGE 社長挨拶

和を重んじて　豊かな社会創り
地域の発展に貢献するマナテックへ。

私たちは、2017年から「株式会社マナテック」となり、長野県全域を活動
拠点とし、総合エンジニアリング商社として、常にお客様と共に歩んで参
りました。
今後も社員全員の力を結集して、付加価値の高い商品・サービスの提供を
追求してまいります。これからさらにデジタル技術が進歩した超スマー
ト社会を迎え、市場の変化に対応する先見性が求められています。
常にお客様目線で物事をとらえ、総合エンジニアリング力を発揮し、設
計・施工・商品・メンテナンスの提供を通じて、お客様との真のパートナー
となることを目指します。また、SDGsの取組みを通して、持続可能な社
会創りへも貢献してまいります。
今後ともご指導とご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 代表取締役社長   神田 昭夫

人の「和」、企業の「和」、社会の「和」 CORPORATE MESSAGE
コーポレートメッセージ

松本支店
〒390-0834
長野県松本市高宮中2番11号
TEL：0263-25-1070
FAX：0263-25-1077

上田支店
〒386-0005
長野県上田市古里740-2
TEL：0268-71-7731
FAX：0268-71-7732

諏訪支店
〒392-0015
長野県諏訪市大字中洲字神宮寺568番地1
TEL：0266-52-3300
FAX：0266-52-1692

伊那支店
〒396-0023
長野県伊那市山寺2850番地2
TEL：0265-78-5328
FAX：0265-78-6809

飯田支店
〒395-0001
長野県飯田市座光寺6628番地261
TEL：0265-22-4972
FAX：0265-52-3246

雰囲気がいい、自分を活かして仕事ができる、
成長を実感できる。マナテックはそんな会社。
HITACHI特約店の総合エンジニアリング商社マナテック。
地域社会に快適空間・快適環境を提供することを使命に営業、設計、施工、メンテナンス、管理の一貫体制で
臨んでいます。個性あふれる社員たちがそれぞれの分野で自分らしさとプロ意識を発揮し、元気に活躍中。

マナテックは社員を支え、応援する会社。
マナテック野球部や、パラスポーツなどアスリート支援に力を入れています。
仕事だけでなく、社員が輝くステージをマナテックは支え、応援しています。

パラアイスホッケー （社員の「須藤 悟」）
写真提供：MA SPORT

野球部 SDGsへの取組み

お客様 マナテック

製造
メーカー

「和」の
関係を築く

地域

総合エンジニアリング商社として高い品質で
豊かな社会創りに貢献します。

１．私たちは、総合エンジニアリング商社として営業、設計、施工、サービス、管理の一貫した体制で社会の
快適空間の創造に貢献します。

２．私たちは、製品力、技術力、情報力で豊かな省エネ環境創りに貢献します。
３．私たちは、市場の変化に対応する先見性を持ち、新分野・新事業を推進します。
４．私たちは、お客様のニーズに応えるため24時間、365日サービス体制を整えて安心・安全を提供します。
５．私たちは、地域の文化・芸術・スポーツを通して人々の健全な成長に寄与し、地域の発展に貢献します。
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３つの力で、お客様が抱える設備の課題を解決。

それぞれの施設に応じた設計と特殊設
備にも対応する高い施工技術、きめ細
やかなアフターサービスによってお客
様が導入した設備の円滑な稼働をお約
束します。

長年の豊富な経験で培った
高度な設計力と施工技術を

ご提供。

技術力

最高品質を誇る日立ブランドの製品と
選び抜かれた国内外屈指のメーカーの
製品をラインアップ。その中からお客様
のニーズに合わせ最適なご提案をいた
します。

日立製作所及び
日立グループの製品をはじめ、
国内外メーカーから厳選して調達。

商品力

営業、設計、施工、サービスなど社内ス
タッフ、ならびに社外の力がコラボレー
トし、お客様に細やかに対応できるシス
テムを構築しています。

企画立案から設計施工、
メンテナンスまで一気通貫で

お客様のベストソリューションを実現。

トータルプロデュース力

企画・立案

保守・メンテナンス

工事・施行

設備・計画～設計

某社クリーンルーム設備工事 某冷蔵・冷凍庫設備工事 某排水機場 排水ポンプ設備

某下水道施設 中継ポンプ設備某上水道施設 集中監視設備某社空調設備工事

大型・中型施設の設備 管理・サポートに関する設備
快テキ、変えテク、マナテック。

デジタル化の潮流によって、暮らしは大きく変わり、これからも変わり続けるはずです。
時代が求める快適な空間づくりに終わりはありません。

もっとお客様のニーズをくみ取れるように。もっと自然とテクノロジーが調和できるように。
私たちは一丸となり、明るい未来へ向かって挑戦を続けてまいります。

空調設備 機械設備 水道設備 電気設備 その他設備

あらゆる設備を手がける総合エンジニアリング商社

マナテックのGood Solution
最高品質の製品と高度な技術を持って、企画・施工・メンテナンスまで

一貫したサービスを提供するのがマナテックの強みです。
その強みを活かして、一般的な設備から特殊な設備まで幅広いご要望にお応えします。

マナテックが展開する５つの事業

発電施設など

自家用発電
設備

パワー
コンディショナー
（PCS）

絶縁監視
装置

無停電電源装置
（UPS）

特高受変電
機器

太陽光発電
システム

EV充電器

小水力発電
システム

特高油入
アモルファス変圧器

遮断器

01社会・インフラ設備

企業のオフィス・店舗の空調設備や
冷凍冷蔵設備、公共の上下水道施設や
河川取水施設、排水施設などに向けた
設備を行っています。

02産業設備

企業の工場、物流などの生産活動に
関わる施設へ向けた設備を行っています。

03エネルギー・発電設備

太陽光発電、風力発電などのエネルギー
システムを設置するための設備を行っています。

04安心・安全

施設内のセキュリティや非常時対応などの
安心・安全に関わる設備を手がけています。

05事業支援

人手不足や業務負担の軽減、精度向上などの
課題解決に向けたシステムを提供しています。

無線基地局

業務用
エコキュート

吸収式冷凍機

冷凍冷蔵設備

高効率
インバータ制御

設備用パッケージ
エアコン

環境試験装置

エレベーターチラーユニット

クリーンルーム

恒温・高湿室

ポンプ設備

店舗・オフィス用
エアコン オフィス、インフラ施設など

都市機能やビジネスに不可欠な施設の設備を、
蓄積した高度なノウハウのもと実現します。

局地的に必要なエネルギーを、　
多彩な供給システムを介して提供します。

使用価値の高い製品提供を通して、
 生産力向上のための環境を構築します。

施工事例

某工場太陽光発電工事（30kW） EV充電器（某施設EV充電器設備工事）

　　　　

施工事例
大型工場クレーン工事
事業主／株式会社 角藤 様

ユルイの宿恵山空調給湯設備工事
事業主／おひさまエネルギーファンド 株式会社 様

おひさま進歩エネルギー 株式会社 様

某工場圧縮機設備工事
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ビルや施設の安心・安全、快適な空間を、 
先進システム設備の設置により実現します。

ロボティクス
サポートサービス

ストレスチェック 経理ソフト

スマートIoT
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オフィス、物流倉庫など

設備遠隔監視システム

物流から人財、経営まで、 
デジタルソリューションを活用して業務支援します。
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