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【経営方針】

新しい価値の探求と提供　達成感と喜びの共有

【行動指針】

１．感謝の気持ちをもって、誠実に行動します

２．旺盛な好奇心をもって、広がりのあるソリューションを提案します

３．問題意識と改善意欲をもって、安全で効率的な仕事のあり方を追求します

４．当事者意識をもって、地域社会への貢献と地球環境の保全活動に取り組みます

５．高い倫理観をもって、いかなる時も規範遵守を最優先します

ごあいさつ

　長野三菱電機は６０年以上にわたり、当社を取り巻くさまざまな環境変化に順

応しながら事業を拡大させて参りました。それはひとえにお取引先様、関係する

皆さまのお力添えやご協力によるものであり、格段のお引き立てを賜って参りま

したことをこの場をお借りし厚く御礼を申し上げます。

　当社は長野県を主な商圏とし、この地域に密着した営業活動を推進しておりま

す。省力化・自動化、ビル設備、社会インフラ、省エネ、セキュリティー、エネル

ギー、環境、住宅設備などをキーワードとして、それらに関連する商品の販売や

据付け、サービスの提供をしております。

　わたしたちを取り巻く環境は日々激変を繰り返しております。「創造的なものづ

くりと快適な生活環境づくりをコーディネートする No.1商社をめざします」を企業

理念として、変化に対しリアルに追随しながらお客様のご要望に的確に応え、そ

れを超えるソリューションを目指し、当社は更なる進化に取り組みます。

企業理念・メッセージ

長野三菱電機機器販売株式会社

代表取締役社長　　　　
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会社概要

・環境基本理念
長野三菱電機機器販売株式会社は、自然豊かな信州を本拠とする技術商社として、自然

と共生する創造的なものづくりと快適な生活環境づくりのために、新しい価値を追求しつ

つ、持続可能な事業活動と社員行動を通じて、継続的な環境保全に努めます。 

・環境基本方針
当社は環境基本理念に基づき、より広い分野において最適なシステムと商品を提供するこ

とにより地球環境の保全に貢献します。この目的のため次の環境活動方針を定め、継続的

な環境意識の向上、環境活動の推進を図ります。

組織図

１．環境目標を定め、継続的な環境活動を実施します

２．事業活動に適用される環境関連法規及び、当社が同意する要求事項を理解し

　　順守します

３．地球温暖化防止に向けた二酸化炭素排出量削減に取り組みます

４．限りある資源保全の為、廃棄物排出量および水の使用量の削減に取り組みます

５．積極的な環境・省エネ製品およびサービスの提供を行うことで、地域社会に

　　貢献します

６．化学物質については定期確認を行い環境保全に努めます

７．全従業員へ環境教育、社内広報活動等の実施を通し、環境方針を周知すると

　　ともに、環境活動レポートを作成し、公表します 

環境への取組み

商号 長野三菱電機機器販売株式会社
Nagano Mitsubishi Electric Sales Corporation

本社所在地 〒390-0863
長野県松本市白板1丁目7番5号

TEL 0263-32-6200 / FAX 0263-32-6006

設立年月日 昭和34年12月25日（創立：昭和7年2月19日）

資本金 7,000万円

役員 代表取締役社長　
取締役会長　　　
常務取締役　　　　　　　　
取締役　　　　　
取締役　　　　　
社外取締役　　　
社外取締役　　　
社外監査役　　　
社外監査役　　　

関係会社 東明商事合資会社、三菱電機株式会社

従業員数 148人（2022年4月現在）

売上高 86億6,920万円（2022年3月期実績）

公的資格取得者数

折井　義尚
折井　正明
作田　一郎
矢島　陽一
丸谷　忠男
古谷　友明 (非常勤)
北西　靖志 (非常勤)　
藤井　裕司 (非常勤)
安岡　喜大 (非常勤)



1932年
昭和  7年  2月

東明商事合資会社設立

1938年
昭和13年  2月

三菱商事株式会社長野県代理店として、三菱電機株式会社電気機械器具の販売並びに修理業務開始

1943年
昭和18年  1月

戦時統制に基づき、電気機械配給統制株式会社長野県代理店となり、各社製の電気機械の配給業務を行う

1944年
昭和19年  1月

電気機械配給統制株式会社の代理店兼倉庫として、長野県、山梨県、群馬県、埼玉県、新潟県、富山県の

六県下の配給業務を行う

1945年
昭和20年  8月

終戦により、三菱商事株式会社解体のため、電気機械配給統制株式会社の代理店契約は解消となる

1947年
昭和22年  3月

三菱電機株式会社長野県代理店となる

1959年
昭和34年12月

東明商事合資会社より電気機械部門を分離し、東明商事株式会社（現在の会社）を設立

1963年
昭和38年11月

長野三菱電機商品販売株式会社に商号を変更し、資本金を 1,000万円に増資する

1972年
昭和47年  9月

三菱電機株式会社総合代理店の内、家庭電気品の部門を廃止し、長野三菱電機機器販売株式会社に商号を変更

1980年
昭和55年  4月

飯田営業所を開設

1985年
昭和60年10月

佐久営業所を開設

1988年
昭和63年10月

資本金を7,000万円に増資する

2009年
平成21年

設立50周年

2010年
平成22年  4月

総合力の発揮と営業・業務の効率化を目指して、上田支店と佐久営業所を統合

2012年
平成24年  4月

南信地区における業務拡充のため、飯田営業所を閉鎖し伊那支店を開設

2013年
平成25年12月

本社・松本支店新社屋完成

2014年
平成26年  3月

エコアクション 21認証取得

2017年
平成29年  3月

長野支店新社屋完成

2021年
令和  3年  1月

長野県SDGs推進企業に登録

沿革



各種制御機器・FAセンサ・メカトロニクス・エッジコンピュー

ティング機器など、多彩なFA機器や各種ソリューションをラ

インアップ。高度化・多様化する生産現場の課題解決に貢

献します。

最新の駆動機器と制御テクノロジーはもちろんのこと、

生産設備の能力向上に貢献する最善の駆動ソリュー

ションを提案します。

取り扱い製品ラインアップ

● 制御機器

● エッジコンピューティング

● FAセンサ

● メカトロ

● FA関連製品

制御　
さまざまな生産現場の課題に応えるFA機器で、生産性向上・品質向上をサポートします。

駆動
モノ・気体・流体を動かし制御する、モーター単体の駆動システムから

高度な産業用ロボットシステムまで、多彩な駆動ソリューションを提供します。

取り扱い製品ラインアップ

● 駆動機器

● ロボット

● 産業用送風機

● 循環ポンプ・家庭用ポンプ

● FA関連製品

製品・サービス

Control

Drive



ビル・商業施設・事務所・工場など、持続可能な社会・産

業の実現に向けて、ＡＩやセンサーなど高機能・高知能

化した最先端の製品で、空気・水・熱を有効活用する環

境に配慮したシステムを提案します。

さまざまな生活シーンで 「省エネ・快適・清潔・安全・安

心・環境」をキーワードに、ライフスタイルに合わせ毎日

の生活が便利になる最先端の製品を提案します。

取り扱い製品ラインアップ

● 空調機器

● 換気機器

● 衛生機器

● 低温・給湯機器

● 空調関連商材

取り扱い製品ラインアップ

● 空調機器

● 換気機器

● 衛生機器

● 給湯機器

● 照明機器

● HEMS
● キッチン設備

● 暖房設備

● 空調関連商材

空調・冷熱・換気
幅広い製品群から、さまざまな環境に適したファシリティシステムを提案します。

住宅設備
高度な最先端技術と高品質な製品で、お客様の暮らしを次のステージへ。

Home Facility
住宅設備

products_cat_04
高度な最先端技術と高品質な製品で、お客様の暮らしを次のステージへ。

さまざまな生活シーンで「省エネ・快適・清潔・安全・安心・環境」をキーワードに、ライフスタイルに合

わせ毎日の生活が便利になる最先端の製品を提案します。

製品・サービス

Home Facility

Air System



各種電源関連製品を豊富にラインアップ。

省電力化・省配線化・省スペース化・ BCP対策などさま

ざまな電源ソリューションを提供します。

主に、オフィス・商業施設で使用される昇降設備・駐車

場管制システム・ビルマネジメントシステム・監視映像シ

ステム等のほか、官公庁向けの無線・ネットワーク関連

機器等、幅広いシーンで社会に貢献します。

取り扱い製品ラインアップ

● 高圧・低圧配電制御機器

● 電力管理機器

● 変圧器・進相コンデンサ設備

● 無停電電源装置（UPS）
● 発電機

● 照明機器

● 空圧機器

取り扱い製品ラインアップ

● 昇降設備

● ビルマネジメントシステム

● パーキングシステム

● 無線システム

● 照明機器

● 監視カメラ・映像システム

電源
電力の診える化・最適化・省エネ化をサポートします。

社会インフラ
地域の人々の生活を支える社会インフラシステムを幅広くサポートします。

製品・サービス

Social Facility

Power Supply



本社・松本支店
〒390-0863
長野県松本市白板  1-7-5
TEL　0263-32-6200
FAX　0263-32-6006

長野支店
〒380-0918
長野県長野市アークス  4-21
TEL　026-228-7111
FAX　026-228-0618

上田支店
〒386-0041
長野県上田市秋和  407-2
TEL　0268-23-3121
FAX　0268-25-2422

諏訪支店
〒392-0015
長野県諏訪市中洲  5691-5
TEL　0266-52-4554
FAX　0266-52-4108

伊那支店
〒399-4511
長野県上伊那郡南箕輪村  5939-1
TEL　0265-96-0121
FAX　0265-96-0323

アクセス
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 上田支店
〒386-0041
長野県上田市秋和  407-2
TEL　0268-23-3121
FAX　0268-25-2422

諏訪支店
〒392-0015
長野県諏訪市中洲  5691-5
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長野県上伊那郡南箕輪村  5939-1
TEL　0265-96-0121
FAX　0265-96-0323


