KANETA ENGINEERING

有限会社 カネタエンジニアリング

冷やすなら、
カネタ。
カネタエンジニアリングは、病院や学校
の公共施設をはじめ、大型商業施設、スー
パーマーケットや工業団地の大型工場、
オフィスや街の店舗など大小な空間へ、
冷蔵ショーケース、厨房・キッチンなど
への業務用冷蔵庫の設置、業務用エアコ
ンなどの空調設備などを、デザイン設計
から、設置工事、そしてメンテナンスま
で丁寧に行います。「冷やす」装置のこ
とならカネタエンジニアリング。小さな
会社ですが、一人一人が資格も有する少
数精鋭で、みなさまを24 時間365 日、毎
日サポートいたします。
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冷蔵・冷凍設備事業

Service &
Support
24 時間 365日
安心の保守体制

Air
Conditioning

Solar
Power

大型の組立式冷蔵庫や冷却ショーケース、業務用冷蔵庫など、

様々な施設、店舗、オフィスなどへのエアコ

太陽光発電システムの販売設置工事も行っ

設置計画し、現地で組み立てをし、配管、電気配線まで行います。

ンの設置を、本体はもちろん、室外機の設置、

ています。自社でも約50KW の太陽光発電

大型店舗から小さな空間まで様々な場所に対応いたします。

配管、電気工事まで行います。

システムを保有し売電事業も行っています。

Skills &
Know-how
高い技術力と
資格があります

主な資格保有者

・一級管工事施工管理技士：2 名
・二級管工事施工管理技士：1 名
・第一種電気工事士：2 名
・第二種電気工事士：2 名
会社の事業所認定

社内で当番制を導入し、群馬県内はも

年々厳しくなる施工資格基準に対し、

ちろん、新潟、長野、栃木、埼玉、東京

社員全員が常に技術の向上を目指し、 ・冷凍空調施設工事事業所区分 A

までサポート対応いたします。

資格取得に向けて努めています。
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・冷媒フロン回収事業所

など

空調設備事業

Designs &
Plans
様々な場所への
高いデザイン力

太陽光発電事業

Aftercare &
Maintenance

Cost-effective &
Timely Service

いつでも相談
身近な存在

コストと工期を
しっかり考えます

大型機械の進入が出来ない狭小間口

現場施工・メンテナンスまで一貫した

工期内での施工は当然のことながら、

や複雑な立地の店舗などへも、最適な

サービスと、安心のお取引。困った時

施工現場でのコストや人材等、無駄の

設備設計案をご提案いたします。

は遠慮なくお問い合わせください。

無いご提案をいたします。

KANETA ENGINEERING

冷蔵・冷凍機器の設置計画から工事施工、メンテナンスまで

SERVICE AREAS & OUR STRENGTHS 事業と強み

Freezer &
Refrigeration Systems
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Discussion

事前打ち合わせ
クライアントからの細かい要望
に応えるため、事前打ち合わせ
を行います。工期や予算、その
他各種条件などありましたらお
伝えください。
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建設現場に

給食センターに

外食産業の大型化による

作業現場の刻々と変わる状況や

O -157食中毒などから

セントラルキッチン・

様々な制約に、資格、コスト、工期

子どもたちの食の安全を守るために、

集中調理施設の冷凍・冷蔵庫に。

とともに対応します。

食品を適した温度帯で保存します。

し、搬入経路はもちろん、クラ

商店街に

ショッピングモールに

イアントの業種や要望、動線、

個人経営のお店や小さな事務所、

商業施設のスーパーマーケットや

作業効率等を考慮しながら冷却

裏路地からの搬入や、

工業団地の工場に至るまで

設備を設計デザインします。

狭小空間への設置もお任せください。

様々な分野の大型物件に。

Design

設計・デザイン
図面や既存の現場建物を拝見

Installation
施工

冷蔵機器メーカーに発注をか
け、現場へ搬入・組立て・設置
を行います。その後、配管設備・
制御配線等を施工し、試運転調
整後に引き渡します。
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Maintenance
メンテナンス

稼働後もクライアントのニーズ
に合わせ、調整や手直しを行い
満足いくものに仕上げます。24
時間 365 日対応し、故障の際も
最短期間で再稼働できるように
努めます。
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and more . . .

OUR WORKPLACE 職場環境

クライアントの規模、要望に合わせて柔軟に対応
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大型キッチンに

WORK EXAMPLES 施工事例

WORKFLOW 施工の流れ

街の様々な施設の中に、カネタ。

すぐやる、必ずやる、
できるまでやる

常に専門知識と技術の向上に努めている、やる気のある
職場です。また、厚生年金、社会保険、労働保険、雇用保
険をしっかり完備し、働きやすい環境を整えています。

KANETA ENGINEERING
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MESSAGE ご挨拶

丁寧で正確に。そして迅速に。
社の目標として「奉仕の心、誠意の心、向上
の心、利益追求の心」を持ち続けることとし、
心得として「情熱、熱意、執念」を持ち、
「す
ぐやる、必ずやる、できるまでやる」を企業
理念とし、今後は日進月歩する業界の技術に
対応すべく、知識の向上、技術の向上に努め、
さらには将来を担う若手の人材育成を図りた
いと考えております。そのために積極的に免
許、資格を取得し、必要ならば設備投資は惜

代表取締役

しまず、一人ひとりが設計から施工、保守ま

田村 勝

で行えるようにしていきたいと考えておりま
す。設計管理、自社施工、保守まですべてこな

Masaru Tamura

せる事が当社最大の強みです。様々な「冷や
す」ことにお役に立てるよう、さらなる発展
を目指して社員みんなで頑張っています。

COMPANY INFORMATION 会社情報

社
所

在

名

有限会社カネタエンジニアリング

地

〒 377-0702 群馬県吾妻郡高山村大字中山 6536-13

問い合わせ

TEL：0279-63-3198／ FAX：0279-63-2578
E-mail：info@kaneta-eng.jp

社

員

数

許 可・認 定

７名
管・電気工事業 群馬県知事許可
産業廃棄物収集運搬業許可
冷凍空調施設工事事業所区分 A
冷媒フロン回収事業所 など

資格保有者

一級管工事施工管理技士 2名／二級管工事施工管理技士 1名
／第一種電気工事士 2 名／第二種電気工事士 2 名

営業圏内

群馬県全域／新潟／長野／栃木／埼玉／東京

〈沿革〉
1991 年５月

現会長 田村伊三郎が個人でカネタエンジニアを創立

1996年５月

法人化 有限会社カネタエンジニアリングを創立
資本金 400 万円

1997年９月

管・電気工事業の群馬県知事許可取得

2002年

第８期売上高１億円となる

2003年 4 月

資本金１千万円に増資

2014年 4 月

田村伊三郎 代表取締役会長 就任
田村勝 代表取締役社長 就任
田村裕 取締役専務 就任

〈旧フロンガス使用廃止に伴う設備入れ替え〉
従来の冷蔵庫を冷やすために不可欠な旧フロンガスは、地球温暖化やオゾン層破壊の原
因として世界規模で廃止が決定しています。カネタエンジニアリングでは、旧フロンガ
スの回収、設備入れ替えを行っております。お気軽にご相談ください。

ホームページはこちらから。

https://www.kaneta-eng.jp

