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富士電機は、1923年創業以来、エネルギー技術を革新し、

産業・社会のインフラ分野で、広く世の中に

貢献してまいりました。

今、地球は人口増加や工業化の

急速な進展により、エネルギー・ 環境問題に直面しています。

富士電機は、これまで培った技術や経験をもとに、

エネルギー・ 環境技術の革新を追求し、

エネルギーを最も効率的に利用できる、付加価値の高い、

環境にやさしい製品を今後も創り出してまいります。

そして、世界でエネルギー・ 環境事業を拡大させ、

変化し続ける地球環境との調和を図り、安全・安心で

持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

多様な個性をもった社員が

経営理念に掲げるスローガン「熱く、高く、そして優しく」のもと

チームとして総合力を発揮し、お客様のさまざまなニーズに

スピーディに応えてまいります。

富士電機にご期待ください。

エネルギー・環境事業で
持続可能な社会の実現に貢献

代表取締役社長

ブランドステートメント

 

 スローガン
熱く、高く、そして優しく

経営理念

 基本理念
 富士電機は、地球社会の良き企業市民として、 
  地域、顧客、パートナーとの信頼関係を深め、 

誠実にその使命を果たします。

1 エネルギー ・ 環境技術の革新により、安全・安心で
　  持続可能な社会の実現に貢献します。

♴ グローバルで事業を拡大し、成長する企業を目指します。

♵ 多様な人材の意欲を尊重し、チームで総合力を発揮します。

経営方針

⃝ 豊かさへの貢献
⃝ 創造への挑戦
⃝ 自然との調和
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富士電機の  
エネルギー・環境事業
富士電機は、エネルギー・環境技術をコアに、「発電・社会インフラ」「産業インフラ」「パワエレ機器」

「電子デバイス」「食品流通」の5つの事業を通じて、安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献しています。

冷凍・冷蔵 
ショーケース

食品・物品 
自動販売機  
（中国・アジア 
市場モデル）

缶・PET 
自動販売機

電子デバイスパワエレ機器発電・社会インフラ 産業インフラ 食品流通

変電設備

データセンター

産業用 
ドライブシステム

IGBTモジュール

SiCモジュール

パワー MOSFET

汎用インバータ

無停電電源装置

電磁開閉器

産業機器・自動車・情報機器および新
エネルギー分野に欠かせないパワー
半導体をはじめとする電子デバイス
を提供します。

エネルギーの効率化や安定化に寄与
するパワーエレクトロニクス応用製品
を提供します。

環境にやさしい創エネルギーで、拡大 
する電力需要にお応えするとともに、 
電力の安定化・需給管理などにより 
エネルギーの最適運用に貢献します。

産業分野のさまざまなお客様に、生産
ライン・インフラに関わる、「生産性の 
向上」「省エネ化」「ライフサイクルサー
ビス」を提供します。

冷熱技術をコアに、メカトロニクス
技術や ITを融合し、お客様に最適な
製品とソリューションを提供します。

蒸気タービン

燃料電池

地域エネルギー 
マネジメントシステム

n 自販機
  • 飲料・食品自動販売機

n  店舗流通
  • 店舗設備機器
  • 金銭機器

n 半導体
  • パワー半導体
  • 感光体

n ディスク媒体
  • 磁気記録媒体

n  ドライブ
  • インバータ、サーボ、モータ
  • コントローラ
  • 車両システム

n  パワーサプライ
  • 無停電電源装置
  • パワーコンディショナ
  • 配電盤

n  器具
  • 受配電・制御機器

n  変電
  • 変電設備、産業電源設備

n  産業プラント
  • 産業用ドライブシステム
  • プラント制御システム
  • 産業用エネルギーマネジメントシステム
  • データセンター、物流システム、植物工場

n  産業計測機器
  • 計測機器・センサ
  • 放射線管理システム

n  発電プラント
  • 火力・地熱・水力発電設備
  • 太陽光発電システム
  • 燃料電池

n  社会システム
  • エネルギーマネジメントシステム
  • スマートメータ
  • 情報システム
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多様な発電ニーズに応える
 発電プラント

火力発電
火力発電の心臓部である蒸気タービンや発電機の設

計・製作はもちろん、発電効率が高く環境にやさしい

コンバインドサイクル発電プラントを手がけ、CO2排

出量の削減に貢献しています。

地熱発電
地熱発電設備のトップメーカーとして、フラッシュサイ

クルおよびバイナリーサイクルの機器供給（タービン、

発電機、補機）を手がけ、さらにフルターンキーでの

地熱発電システムも提供しています。

水力発電
マイクロ水力向けマイクロチューブラ水車や低落差

小水力発電向けS形チューブラ水車をはじめ、さま

ざまな形式の水車・発電機の中から地点仕様に最適な

システムを提供しています。また、設計、製作から現地

据付、試運転までの一括したプラントエンジニアリング

を提供しています。

太陽光発電システム
メガソーラーに欠かせない高効率大容量パワーコン

ディショナをはじめとした周辺設備の提供はもち

ろん、自社のもつEPC（設計・調達・施工）のノウハウ

を活かして、太陽光発電システムを提供しています。

燃料電池
出力100kWの産業用りん酸形燃料電池の普及拡大

に取り組んでいます。災害発生時に都市ガス供給が

停止しても自動的に燃料を貯蔵燃料（プロパンガス）

へ切り替える防災用電源の他、バイオガスを発電利用

する再生可能エネルギー電源にも注力しています。

地熱発電プラント バイナリー発電システム

蒸気タービン

太陽光発電システム

立軸バルブ水車マイクロチューブラ水車

コンバインドサイクル発電プラント

りん酸形燃料電池

発電・社会インフラ
高効率かつ環境にやさしいエネルギーを供給する各種発電プラント設備を通じて、拡大する電力 

需要にお応えします。また、電力の安定化技術や需給管理技術、系統・配電制御技術などにより、 
エネルギーの最適運用に貢献します。

エネルギーの最適化を実現する
 社会システム

エネルギーマネジメント
再生可能エネルギーの急速な普及と電力自由化によ

り、電力の安定供給が求められています。これまでの

配電制御技術とパワーエレクトロニクス技術、スマー

トメータに加え、需給管理システムや電力安定化に貢

献する蓄電システムをラインアップに加え、エネル

ギーの最適運用に貢献します。 地域エネルギーマネジメントシステム スマートメータ

蓄電センター 給電制御所
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エネルギーの安定供給を実現する
 変電

高度な生産効率・省エネを実現する
 産業プラント

電力・鉄道・工場・ビルの変電設備や発電機などの電源

設備、アルミ製煉・化学プラント向け大容量整流設備

といった、さまざまな産業用電源インフラを提供し、エ

ネルギーの安定供給とともに、生産性の向上、省エネ

を実現します。

プラントの自動化、生産性向上、省エネ、エネルギー安

定供給など、産業に関わるトータルソリューションを提

供します。

　実績と信頼の産業用ドライブ、監視制御システムに

加えて、工場全体のエネルギー需給バランスを最適

化するFEMS（Factory Energy Management System）、

工場排熱の再利用で省エネを実現する蒸気発生ヒー

トポンプや、エネルギーの最適活用を実現するデータ

センターソリューション、物流センターや植物工場の

トータルエンジニアリングなど、ライフサイクル全域

にわたるお客様のニーズに応えます。

大容量変圧器

プラント監視制御システム

大容量整流設備 モールド変圧器

変電設備

産業インフラ
産業分野において、変電設備・生産ライン設備・空調設備などのインフラと、工場全体の監視制御 

システム・エネルギーマネジメントシステムおよび産業計測機器を提供し、エネルギーの安定供給、 
生産性の向上、省エネを実現します。また、ライフサイクル全域にわたるサービスを提供します。

データセンター

産業用ドライブシステム

工場エネルギーマネジメント（FEMS）
（写真左下：2G社コージェネレーションシステム）

植物工場（複合環境制御システム）

蒸気発生ヒートポンプ

さまざまな分野で“見える化”を実現する
 産業計測機器

PM2.5対策に貢献するエアロゾル複合分析計やガス

分析計、放射線機器などの計測機器・センサを提供し、

お客様の施設の「見える化」により「安全・安心」を実

現します。

　また、地球環境の改善や低炭素化に貢献する環境

に配慮した各種工業電熱製品を取り揃えています。 

お客様のさまざまなニーズに応える産業向け機器を

提供します。

感振センサ（MEMS* 応用加速度計）
*  MEMS：Micro Electro Mechanical Systems

エアロゾル複合分析計（PM2.5分析）

個人被ばく線量計

ガス分析機器

富士電機7 会社案内 2016 8



設備・機械の省力化・省エネ化を支える
 ドライブ

安全・快適な交通を支える

車両システム
高速鉄道などの走行を制御する主変換装置や主電動

機をはじめ、リニアモータ駆動ドアシステムなどを 

提供し、安全性の向上と環境負荷の低減に貢献してい

ます。

顧客乗降用リニアモータ駆動ドアシステム 高速鉄道車両駆動システム

設備の安全稼働を支える
 器具

受配電・制御機器
工場の生産設備や各種機械向けに、電磁開閉器（マグ

ネットスイッチ）、配線用遮断器（ブレーカ）などの受配

電・制御機器を提供し、省エネや安全性向上などの

ニーズに応えています。

電磁開閉器 配線用遮断器

駆動システム
産業分野の機械設備・装置・空調設備などにおいて、

自動化・省力化・省エネ化に貢献するインバータを豊富

なラインアップで提供しています。また、大規模プラント

やファン・ポンプなど、あらゆる分野・用途にて活躍

するモータ／モータ応用製品を提供しています。小型・

低騒音のニーズはもちろん、これからのさらなる省エ

ネに向け貢献するトップランナーモータ適合品や磁石

内蔵形の同期ドライブシステム・サーボシステムなど、

多種多様なシリーズをラインアップしています。

　さらに、サーボシステム、インバータなどを最適に

制御する、プログラマブルコントローラやプログラマ

ブル表示器により、FA化を実現します。

パワエレ機器
省エネ需要が拡大する産業・社会インフラなどの幅広い分野を対象に、パワー半導体技術、回路

技術、制御技術を融合させたパワーエレクトロニクス応用製品を提供し、エネルギーの効率化、

安定化に貢献します。

汎用インバータ

汎用モータ 高圧モータ

高圧インバータ

プログラマブルコントローラ プログラマブル表示器

安定した電力供給を支える
 パワーサプライ

電源システム
停電や電圧変動などの電源トラブル対策用の無停電

電源装置（UPS）、サーバ・スーパーコンピュータなど

の情報機器や設備機器に組み込むスイッチング電源、

そして電気を効率よく変換するパワーコンディショナ

（PCS）を提供しています。
無停電電源装置 パワーコンディショナ

配電盤
発電から送配電、需要家の受電に至る広範囲な領域

において、電力の安定供給を行うための操作・保護・

監視を装備し、耐環境性に関しても重要な役割を担う

受配電設備を供給します。

高圧盤 モーターコントロールセンタ
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電子デバイス
産業・新エネルギー分野、自動車分野、電源分野といった幅広い分野において、パワーエレク

トロニクスのキーデバイスであるパワー半導体を提供し、高効率化や省エネ化に貢献します。

また、印刷の高精度化に貢献する感光体、情報機器の記録媒体として活躍するディスク媒体を

提供します。

＜ 電源分野 ＞
産業・通信機器、サーバ、薄型TVなどの電源向けに、

独自の高耐圧・低損失デバイス技術を適用した制御

IC、電源用高耐圧ディスクリートデバイスを提供して

います。各種電源規格に対応する制御 IC、低損失・

高品質のMOSFET、ダイオード製品を系列化し、電源

装置の高効率化に貢献しています。

＜自動車分野 ＞
エンジンやブレーキ、ステアリング制御、EV/HEVの

モータ駆動・バッテリー充電などのキーデバイスを提供

しています。独自の直接水冷技術や1チップ化技術に

より、小型・軽量・高信頼性を実現し、厳しい環境・燃費

規制への対応や安全性の向上に貢献しています。

All-SiCモジュール

パワー MOSFET

車載用直接水冷型パワーモジュール

小容量 IPM*2

電源制御 IC

圧力センサ

大容量 IGBTモジュール

第7世代 IGBTモジュール

プリンタの性能を高める

感光体
家庭やオフィスで「速くて高精細な」ドキュメントの演出

を支えるプリンタ・複合機用感光体を提供しています。

感光体

情報機器の高性能化・大容量化に貢献する
 ディスク媒体

ハードディスクドライブ（HDD）に搭載されるディスク

媒体（磁気記録媒体）を提供しています。業界最高水準

の技術を駆使して、情報機器の高性能化・大容量化に

貢献しています。

磁気記録媒体

ムダのない電力制御・変換を担う
 半導体

 ＜ 産業・新エネルギー分野 ＞
工場やビル内における産業機械や風力・太陽光発電設

備向けに高い品質基準と電力変換効率の要求をクリア

する IGBTモジュールを提供しています。RB-IGBT*1、

SiCデバイスなど、より高性能な半導体素子を開発し、

先進のパッケージ技術で製品提供を行い、さらなる

小型化・省エネ化への貢献を目指します。
*1 RB-IGBT：Reverse-Blocking Insulated Gate Bipolar Transistor
*2 IPM：Intelligent Power Module

パワー半導体
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食品流通
コア技術である冷熱技術に加え、メカトロニクス技術や ITを融合したシステム技術を活かし、 
最適な商材とソリューションを提供することにより、食品流通分野における循環型社会の実現に

貢献します。

多様なニーズに応える
 自販機

さらなる省エネで社会に貢献する
 店舗流通

業界のリーディングカンパニーとして、省エネを進化

させた環境対応型自動販売機の普及・拡大に積極的

に取り組むとともに、缶・ペットボトル自動販売機から

カップ自動販売機・食品自動販売機まで豊富なバリ

エーションでお客様の多様なニーズに応えています。

また、自動給茶機をはじめとした飲料用機材により、

業務の省人化に貢献しています。

お客様に「安全・安心」「鮮度」「おいしさ」を提供する食

品流通を目指して、エネルギー・IT制御・冷熱のコア技

術を融合し、用途に応じた商品演出が可能な省エネ型

の冷凍・冷蔵ショーケースやトータル制御で環境に優し

いエネルギー管理システム、ローコストオペレーション

を実現する次世代保冷コンテナなど、さまざまな製品と

ソリューションを提供しています。

ハイブリッドヒートポンプ 缶・PET自動販売機

多段ショーケース

自動給茶機

エネルギー管理システム

食品・物品自動販売機  
（中国・アジア市場モデル）

自動釣銭機

食品自動販売機

環境配慮型店舗

カップ自動販売機

リーチインショーケース

エネルギー管理システム
省エネ制御とエネルギー管理機能を集約化し、機器連携・電力制御等の制御機能を

強化した次世代型コントローラにより、店舗全体の省エネ運転を実現しています。

クラウドへ

ショーケース

シロッコファン

冷凍機

フライヤ

要冷機器

換気扇厨房機器

照明機器

エネルギー
監視

室内機

室外機
空調機器

ECOMAX
コントローラ

冷凍機低圧制御

換気連携制御

多点電力計測

照明調光制御

空調最適制御
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運用
支援

改善
提案

更新
計画

予防

保全

サービス ものつくり

製品開発と連動して、製法・生産工

程・生産設備を開発し、量産に適用

していく力

ものつくりを担う人材を育成し、技術

や技能を磨き高める力

製品をつくるための技能を高め現場

を維持管理する力と、生産性の向上

やコスト低減などを実現していく力

ものつくり力を高める3つの柱

設備技術センター
生産技術のマザー機能を担う拠点として、生産技術開発（自働

化の推進）、設備製作（設備の設計・製作）、技術・技能教育（生産

技術者・技能者・グローバル人材の育成）に注力しています。

現場力、生産技術力、人材力に注力し、 
ものつくり力を高めています
品質、コスト、納期など、あらゆる面でお客様に満足していただける製品をつくるため、最適な生産ラインや設備を独

自の技術で構築する̶̶̶富士電機は、こうした「ものつくり力」を高めるために、これまでサプライチェーン改革を

通して強化してきた「現場力」に加え、「生産技術力」や「人材力」に注力し、さらなる競争力の向上に取り組んでいます。

また、日本をマザー拠点（工場）と位置づけ、地設（現地設計）・地産・地消の考えのもと、グローバル生産拠点の強化

を進めています。

設備技術センター

設備の安定操業と総保全コスト低減を実現し、 
さらなる生産性向上に貢献します
富士電機では、お客様に製品・設備をお届けしたあとも、「運用支援」「予防保全」「改善提案」「更新計画」などのライフ

サイクルを通じてさまざまな保守・保全サービスを提供し、お客様の設備の「安定操業」「総保全コストの低減」「生産

性の向上」に貢献しています。

全国のサービス拠点、24時間365日対応の国内外コールセンター、ロジスティクスシステムなどのライフサイクル

サービスを支えるインフラと、クラウドを活用した新しいサービスメニューの充実により、お客様に最大の満足を提供

します。

お客様の課題を解決するライフサイクルサービス

● 保全計画
● 総保全コスト低減の提案

● 更新計画

● サービスネットワーク
● 国内外コールセンター
●  クラウド型遠隔稼働監視サービス

● 改良エンジニアリング
● 省エネ、高効率化

● ウェアラブル型遠隔作業支援
● 予防保全
● 設備診断
● 余寿命予測
● 延命化対策

安定操業 総保全コスト低減 生産性向上

● 生産技術開発
● 設備製作
● 技術・技能教育

現場力

人材力

生産技術力

総合設備管理サービス

クラウド
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1. お客様を大切にします。

お客様のニーズに応え

る技術開発や安全で優

れた製品・サービスによ

り、お客様に最大の満足

を提供します。

2. 人を大切にします。

社員一人ひとりの多様

性を受け入れ、全員が力

を最大限発揮し活躍で

きるよう、人材育成や職

場環境づくりに取り組ん

でいます。

3. 地球環境を大切にします。

「環境ビジョン2020」を

策定し、地球環境保護や

生物多様性に配慮した

取り組みを積極的に推

進しています。

4. 株主・投資家を大切にします。

株主・投資家への誠実で

積極的な情報開示、コ

ミュニケーションを図る

ことで、相互理解、信頼

関係を深めています。

5. 社会との交流を大切にします。

「自然環境保護」「次世

代育成支援」の分野を

中心に、NPOやNGOな

どと連携し、グローバル

に社会貢献活動を展開

しています。

6.  グローバル・コンプライアンスを最優先します。

すべての子会社でコンプ

ライアンス・プログラムを

制定・運用し、全社で、法

規制や企業倫理の順守

徹底を図っています。

24時間365日対応のコールセンター

環境ビジョン2020

フィリピン（マニラ湾）での清掃活動

女性社員ロールモデル講演会

株主工場視察会

コンプライアンス研修

企業の社会的責任（CSR）

企業行動基準による取り組み

地球社会の良き企業市民として、 
誠実にその使命を果たします
富士電機のCSRは、「経営理念」「経営方針」の実践そのものと考えています。そして、CSRの推進にあたり、会社と

全従業員が価値観を共有し、一丸となって行動するための指針として全6項目からなる「企業行動基準」を定めていま

す。企業行動基準には、2010年2月に参加を表明した「国連グローバル・コンパクト」*の4分野10原則を反映させ、

その実践にも取り組んでいます。エネルギー・環境事業を通じた社会課題の解決に取り組み、世界のステークホル

ダーの皆様から信頼される企業を目指します。

*  国連グローバル・コンパクト：1999年に国連事務総長が提唱したもので、企業トップ自らのコミットメントのもとに、企業が自発的に「人権・労働・環境・腐敗防止」に関する
10原則を順守し、実践することを宣言するもの

エネルギー・環境技術の革新により、 
持続可能な社会を実現する製品を創出します
富士電機は、電気、熱エネルギーを効率的かつ安全に生成・利用するソリューションを提供するため、コア技術である 

パワーエレクトロニクス技術とパワー半導体技術や、それらを活かす計測・制御・IoT等のシステム技術の研究開発に注

力しています。また、国内外の研究機関・大学等とのオープンイノベーションを活用し、研究開発を加速しています。事業

のグローバル化に伴い国際標準化活動を推進するとともに、事業戦略・研究開発戦略と密接に連携した知的財産戦略を 

推進するため、主要製品や戦略開発テーマの特許ポートフォリオを強化しています。

研究開発

研究開発方針

富士電機は、事業戦略・研究開発戦略と密接に連

携した知的財産戦略を推進しています。とりわけ、

事業のグローバル化に伴う主要製品や戦略開発

テーマの特許ポートフォリオ *の強化、海外での 

知的財産紛争リスクや技術流出防止に向けた 

海外拠点の体制強化を実行しています。
*   特許ポートフォリオ：企業が保有する特許を総体として把握・評価
する考え方

省エネや自動化を推進する 

ソリューションの開発

得意とするパワー半導体と
パワーエレクトロニクスの
シナジーによるコア技術の

拡大・強化

特徴あるセンサ、制御、 
情報・通信、IoT技術を活かした 

システム技術の拡大

特許ポートフォリオ強化サイクル

自社・他社
特許ポートフォリオの分析

出願・権利化 特許ポートフォリオの 
強化計画策定

地球温暖化
防止

企業の
社会的責任

循環型
社会形成

SiCパワー半導体モジュールとそれを搭載した
東海道新幹線車両向け主変換装置

ボイラの燃料費を削減する 
「ボイラ燃焼ソリューション」のシステム構成例

中小規模監視制御システム
「MICREX-VieW XX」

知的財産のリスクマネジメント

操作監視画面

コントローラ

コントローラ運転モニター

空気

燃料

ボイラ タービン

G

レーザー方式
COガス分析計 
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2006（平成18年）
n   フィルム型アモルファス 
太陽電池の量産開始
プラスチックフィルムを基板とし
た、フレキシブルなアモルファス
太陽電池の量産開始。

2007（平成19年） 
n   垂直磁気記録媒体の量産
世界最大容量となる2.5インチガ
ラス媒体（160GB/枚）、3.5インチ
アルミ媒体（334GB/枚）を本格
量産。

2009（平成21年）
n   リチウムイオンキャパシタ 
適用高圧瞬低対策装置 
発売
世界で初めてリチウムイオンキャ
パシタを搭載し、環境負荷低減な
らびに従来機に対し大幅な小型
化を実現。

1924（大正13年）
n   電動機の製造開始

1925（大正14年）
n   変圧器の製造開始

1927（昭和2年）
n   扇風機の製造開始

1930（昭和5年）
n   水銀整流器の製造開始

1933（昭和8年）
n   膨張遮断器の製作

1936（昭和11年）
n   水車第一号機4,850HP 
フランシス水車の製作

1937（昭和12年）
n   電力量計の製造開始

1923（大正12年）
n   富士電機製造株式会社 
創業
日本の古河電気工業と、ドイツの
シーメンス社との資本・技術提携
により設立。富士電機には、日本
のDNAとドイツのDNAが交錯し
ている。

1925（大正14年）
n   川崎工場操業開始

1935（昭和10年）
n   電話部を独立させ 
富士通信機製造株式会社
（現富士通株式会社）設立

1942（昭和17年）
n   松本工場操業開始

1943（昭和18年）
n   吹上工場、
  豊田工場操業開始

1944（昭和19年）
n    三重工場操業開始

1961（昭和36年）
n   千葉工場操業開始

1968（昭和43年）
n   川崎電機製造株式会社と 
合併し、神戸工場、 
鈴鹿工場操業開始

1973（昭和48年）
n   大田原工場操業開始

1984（昭和59年）
n   商号変更 
富士電機株式会社

1991（平成3年）
n   山梨工場操業開始

2002（平成14年）
n   シンボルマーク導入

2003（平成15年）
n   純粋持株会社制移行に 
より商号変更富士電機 
ホールディングス株式会社

2008（平成20年）
n  メタウォーター株式会社 
設立
（日本ガイシ株式会社との合弁）

n  富士電機機器制御株式会
社が日本法人シュナイダー
エレクトリック株式会社と
事業統合
（受配電・制御機器事業に
おける合弁）

2011（平成23年）
n   商号変更 
富士電機株式会社

n   GE富士電機メーター 
株式会社設立
（GE（ゼネラルエレクトリック）
との合弁）

2012（平成24年）
n  ブランドステートメント 
導入

1976（昭和51年）
n   汎用インバータの 
生産開始
業界に先駆け、汎用インバータ第
一号機を開発。

n   トランジスタインバータ 
FRENIC5000Gの開発

1978（昭和53年）
n   アモルファス太陽電池の 
研究開始

1981（昭和56年）
n   砕氷船「しらせ」用 
電気推進装置の製作

1985（昭和60年）
n   第一世代ミニUPS  
「M-UPSシリーズ」発売

n   プログラマブル 
コントローラ・   
マイクレックス（MICREX） 
Fシリーズ発売

n   1,000kWりん酸形燃料電
池の開発

1987（昭和62年）
n   IGBTモジュールの開発

1991（平成3年）
n   2.5インチ磁気記録媒体の
量産開始

1992（平成4年）
n   フィルム基板太陽電池の 
開発開始

n   オゾン利用の浄水処理 
システムの完成

1993（平成5年）
n   能代火力発電所第一号機
（出力600MW）納入

n   スキー場リフトゲート 
システムの完成

1996（平成8年）
n   車両用 IGBT主変換装置の
受注（世界初の大容量平型
IGBT）

1998（平成10年）
n   100kWりん酸形燃料電池
の納入

1999（平成11年）
n   新型ミニUPS 
「Jシリーズ」発売

1959（昭和34年）
n   シリコンダイオードの 
製造開始

1965（昭和40年）
n   南極観測船「ふじ」に 
電気推進装置搭載

1969（昭和44年） 
n   自動販売機の製造開始
牛乳用ショーケースベンダーの
開発を皮切りに、自動販売機ビジ
ネスへ進出。1970（昭和45）年に
開催された大阪万国博覧会 
には、230台も
の飲料自動販
売機を納入。日
本に国産の自
動販売機が普
及する幕開けと
なる。

1971（昭和46年） 
n   電力会社向け集中監視制
御システムの開発
（日本初FACOM-R使用の計算機
制御システム）

n   ハイブリッドICの製造開始

1973（昭和48年）
n   セレン感光体の製造開始

1954（昭和29年）
n   超小型電磁開閉器の 
製造開始

n   セレン整流器の量産開始
TV・ラジオブームの需要に応え、
交流を直流に変える電子部品 
セレン整流器がシェア80～ 90%
を占める大ヒット製品に。

1955（昭和30年） 
n   ジューサーの製造開始
国民健康運動の一翼
を担い、1961（昭和
36）年頃には大ブー
ムに。

n   火力発電事業へ本格的に
進出
シーメンス社と蒸気タービン製
造技術の導入契約。以後、わが国
初の超臨界圧変圧運転方式の国
内最大級の大容量タービンを納
入。米国一辺倒だった国内電力
市場に、欧州系の特徴ある技術
を導入。

2010（平成22年）
n     高効率電力変換を実現する
「新3レベル変換回路と 
専用モジュール」の開発

n   単機容量世界最大140MW
地熱発電所の運転開始

n   次世代パワー半導体 
SiCモジュールの開発

2011（平成23年）
n   水冷式高圧インバータ
「FRENIC4800VM5」発売

2012（平成24年）
n   空調・水処理システム専用
インバータ「FRENIC-
HVAC/AQUA」発売

n   国内初、次世代パワー 
半導体SiC-SBD搭載 
インバータの開発

n   メガソーラー用パワー 
コンディショナ発売

2014（平成26年）
n   SiCパワー半導体を搭載し
たパワエレ機器を発売

2015（平成27年）
n   エアロゾル複合分析計の
発売
PM2.5の実態解明に貢献

n   蒸気発生ヒートポンプの 
発売
工場の低温排熱再利用で省エネ
に貢献

2013（平成25年）
n  富士電機マニュファクチャ
リング（タイランド）社、 
工場操業開始

2014（平成26年）
n  エンブレム（製品用企業 
ブランド表示）新設

n  富士SMBE社設立 
（シンガポール）

1920～ 1980 1990 2000 2010

沿革

時代とともに、社会とともに───  
技術力を原動力に進化し続ける、富士電機

社章・FSマーク

技術と製品の歴史

会社の歴史

大容量メガソーラー用
パワーコンディショナ

FRENIC-VG

2015（平成27年）
n  RTS社設立（アメリカ）
n  松本工場半導体技術開発棟
完成

2016（平成28年）
n  富士N2テリジェンス社設立 
（ドイツ）

n  富士CAC社設立（ベトナム）
n  富士SEMEC社設立（カナダ）
n  東京工場全社研究開発棟
完成
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グローバルネットワーク（2016年 9月現在）

■：販売拠点

●：製造拠点

◆：海外事務所
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1 北海道支社
♴ 北海道富士電機株式会社

♵ 東北支社
♶ 富士電機津軽セミコンダクタ株式会社 *

㉔ 松本工場 *
㉕ 山梨製作所 *
㉖ 富士電機パワーセミコンダクタ株式会社*
㉗ 信州富士電機株式会社 *

中国支社

九州支社

沖縄
沖縄支社

*   製造機能あり

四国支社

⓰ 中部支社
⓱ 富士電機FAサービス株式会社
⓲ 三重工場 *
⓳ 鈴鹿工場 *
⓴ 株式会社三重富士 *
㉑ 宝永プラスチックス株式会社

⓲ 富士電機インド社
 ⓳ インド工場 *
 ⓴ アーメダバード支店
 ㉑ プネー支店
 ㉒ チャンディーガル支店
 ㉓ デリー支店
 ㉔ ハイデラバード支店
 ㉕ バンガロール支店
 ㉖ チェンナイ支店
 ㉗ コルカタ支店
㉘ 富士Gemco社 *
㉙ 中東支店

㉚ 富士電機（タイランド）社
㉛ 富士電機マニュファクチャリング
　（タイランド）社 *
㉜ 富士タスコ社 *
㉝マレーシア富士電機社 *
㉞ 富士電機アジアパシフィック社
㉟ 富士SMBE社 *
㊱ 富士電機インドネシア社
㊲ 富士電機ベトナム社
㊳ 富士CAC社
㊴ フィリピン富士電機社 *
㊵ ミャンマー駐在員事務所
㊶ カンボジア駐在員事務所

㊷ 富士電機（珠海）社 *
㊸ 富士電機（深圳）社 *
㊹ 富士電機（亞洲）社
㊺ 富士電機（香港）社
㊻ 宝永香港社
㊼ 常熟富士電機社 *
㊽ 無錫富士電機社 *
㊾ 富士電機（杭州）軟件社
㊿ 富士電機（中国）社
 � 華西分公司
 � 華南分公司
 � 華北分公司
� 上海電気富士電機電気技術（無錫）社 *
� 富士電機大連社 *
� 富士電機馬達（大連）社 *
� 大連富士冰山自動販売機社 *
� 大連富士冰山自動販売機販売社
� 台湾富士電機社
� 富士電機コリア社
� 北京駐在員事務所

 東京
本社
東京工場 *
富士電機機器制御株式会社
富士電機テクニカ株式会社
富士電機フィアス株式会社
富士オフィス&ライフサービス株式会社
富士アイティ株式会社
富士電機 ITセンター株式会社
富士電機 ITソリューション株式会社
GE富士電機メーター株式会社 *
株式会社フェステック
富士電機リテイルサービス株式会社

⓭ 東関東支店
⓮ 北関東支店
⓯ 富士古河E&C株式会社

♷ 川崎工場 *
♸ 千葉工場 *
7 吹上工場 *
8 大田原工場 *
9 株式会社秩父富士 *
⓾ 株式会社茨城富士 *
⓫ 設備技術センター
⓬ 富士電機エフテック株式会社 *

㉒ 北陸支社
㉓ 発紘電機株式会社*

㉘ 関西支社
㉙ 宝永電機株式会社
㉚ 神戸工場 *
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1 富士電機ヨーロッパ社 *
 ❷ スイス支店
 ❸ イギリス支店
 ❹ フランス支店
 ❺ イタリア支店
 ❻ スペイン支店
7 富士N2テリジェンス社
8 フランス富士電機社 *

■9 富士電機アメリカ社
 ●❿ バージニア工場 *
 ●⓫ シカゴ支店
 ●⓬ ヒューストン支店
 ●⓭ サンタアナ支店
 ●⓮ フリーモント支店
■⓯ RTS社
■⓰ 富士SEMEC社
■⓱ 富士電機ブラジル社
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関係会社（2016年 9月現在）

富士電機機器制御株式会社
制御機器、受配電機器の開発・製造・販売
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町5番7号（三井住友銀行人形町ビル）
Tel：03-5847-8000

富士古河E&C株式会社
プラント設備、空調・電気、建築・建築付帯、情報通信工事の設計・施工
〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア西館）
Tel：044-548-4500

富士電機 ITソリューション株式会社
コンピュータ・通信機器の販売、情報処理システムの開発ならびにトータルソリューション
〒101-0021 東京都千代田区外神田六丁目15番12号（いちご秋葉原ノースビル）
Tel：03-5817-5701

宝永電機株式会社
電気機械器具・制御システムおよび電子部品の販売・据付・修理
〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高二丁目6番60号
Tel：06-6394-1111

北海道富士電機株式会社
電気機械器具・制御システムおよび電子部品の販売・据付・修理
〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東七丁目1番118
Tel：011-221-5511

GE富士電機メーター株式会社
電力会社およびその他顧客向けの国内におけるメータ（スマートメータ、メータ関連品を
含む）の設計、製造、販売、メンテナンスおよび修理サービス
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）
Tel：03-5435-6340

富士アイティ株式会社
情報制御システムと機器コンポーネントを IT技術でミックスしたトータルソリューション
〒190-0012 東京都立川市曙町二丁目4番3号（TISビル）
Tel：042-540-5170

株式会社茨城富士
制御盤・配電盤および制御装置などの製造・販売
〒304-0028 茨城県下妻市下木戸471番地
Tel：0296-43-3131

発紘電機株式会社
電子操作盤の開発・製造・販売
〒924-0035 石川県白山市上柏野町238番地
Tel：076-274-6911

富士電機FAサービス株式会社
インバータ、モータなどドライブ商品全般のアフターサービスおよび保守点検・修理・改造・販売
〒513-8633 三重県鈴鹿市南玉垣町5520番地
Tel：059-383-1859

富士電機パワーセミコンダクタ株式会社
半導体デバイスの製造
〒390-0821 長野県松本市筑摩四丁目18番1号
Tel：0263-27-7425

富士電機津軽セミコンダクタ株式会社
半導体デバイスの製造・販売
〒037-0017 青森県五所川原市大字漆川字鍋懸156番地
Tel：0173-35-5671

メタウォーター株式会社
水環境分野の各種装置類、施設用電気設備などの製造・販売、各種プラントの設計・施工・請負
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地（JR神田万世橋ビル）
Tel：03-6853-7300

メタウォーターサービス株式会社
水道・下水道・廃棄物処理施設の運転・維持管理業務
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地（JR神田万世橋ビル）
Tel：03-6853-7265

富士ファーマナイト株式会社
配管工事におけるシーリング（配管漏洩補修）の請負
〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内四丁目16番1号
Tel：044-948-8833

富士古河E&C（タイ）社
Fuji Furukawa E&C (Thailand) Co., Ltd.
電気設備工事の設計施工の請負
2922/218 Charn Issara Tower Ⅱ,14th Floor, New Petchburi Rd., Bangkapi, Huay 
Khwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel：+66-2308-2703

信州富士電機株式会社
通貨関連機器の開発・設計・製造および修理
〒386-0412 長野県上田市御嶽堂2535番地
Tel：0268-42-7111

宝永プラスチックス株式会社
プラスチック加工およびシート成形加工
〒510-0013 三重県四日市市富士町1番27号
Tel：059-330-1572

株式会社三重富士
自動販売機部品の製造
〒510-0013 三重県四日市市富士町1番27号
Tel：059-330-1616

富士電機リテイルサービス株式会社
自動販売機等の設置・設備・改造・修理・サービス
〒104-0032 東京都中央区八丁堀四丁目5番4号（FORECAST桜橋ビル）
Tel：03-6280-1132

富士電機エフテック株式会社
自動化、省力化機械装置、金型、治工具、半導体応用装置の設計・製造・販売および医療機
器、電気器具の設計・製造、修理
〒369-0198 埼玉県鴻巣市前砂160番1
Tel：048-548-5571

富士電機フィアス株式会社
富士電機（株）および関係会社の財務経理部門の業務代行、 
買掛金支払業務代行、各社への貸付などの金融関連業務
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）
Tel：03-5435-7330

富士電機 ITセンター株式会社
コンピュータ・ネットワーク関連ソフトウェアの開発、コンピュータ・ネットワーク処理の受託、
情報提供サービスなど、コンピュータ利用に関する教育およびコンサルティング
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番２号（ゲートシティ大崎イーストタワー）
Tel：03-5435-7300

富士オフィス&ライフサービス株式会社
印刷・複写、ドキュメント管理、広告・デザイン、旅行、保険、不動産、給与計算
受託、人材派遣
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）
Tel：03-5435-7311

株式会社フェステック
電気機器サービス・保守・点検ならびに維持管理・建設工事請負
〒191-8502 東京都日野市富士町1番地
Tel：042-585-6469

富士電機テクニカ株式会社
受配電・制御機器、駆動制御・回転機器の販売
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町5番7号（三井住友銀行人形町ビル）
Tel：03-5847-8070

株式会社秩父富士
制御機器の製造・販売
〒368-0193 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野755番地1
Tel：0494-75-1111

富士電機ベトナム社 *
Fuji Electric Vietnam Co., Ltd.
受配電・電源設備、駆動制御機器の販売
Room 401, 4th Floor, Corner Stone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem,  
Ha Noi, Vietnam
Tel：+84-4-3935-1593

マレーシア富士電機社
Fuji Electric (Malaysia) Sdn. Bhd.
磁気記録媒体、磁気記録媒体用アルミ基板の開発・製造・販売および半導体デバイスの製造
Lot No.4 and 5, Industrial Zone Phase 1, Kulim Hi-Tech Industrial Park, 09000 
Kulim, Kedah Darul Aman, Malaysia
Tel：+60-4-403-1111

富士電機（中国）社
Fuji Electric (China) Co., Ltd.
中国生産拠点生産品の国内販売および輸入販売､中国生産品の輸出
F27, International Corporate City,
No.3000 Zhongshan North Rd., Shanghai 200063,
The People’s Republic of China
Tel：+86-21-5496-1177

上海電気富士電機電気技術（無錫）社
Shanghai Electric Fuji Electric Power Technology (Wuxi) Co., Ltd.
電気駆動製品、産業オートメーション制御システム装置、 
風力発電および太陽光発電制御設備、無停電電源装置、パワエレ製品の研究開発、 
設計、生産および関連するコンサルティングとサービスの提供
Lot No.28 2#Area 1, Xi Mei Road New District Wuxi Jiangsu, The People’s 
Republic of China
Tel：+86-510-8815-9229

無錫富士電機社
Wuxi Fuji Electric FA Co., Ltd.
低圧／高圧インバータ、温調計、ガス分析装置、無停電電源装置の製造・販売
Lot No.28 Xi Mei Rd., New District Wuxi Jiangsu 214028, 
The People’s Republic of China
Tel：+86-510-8815-2088

常熟富士電機社
Fuji Electric (Changshu) Co., Ltd.
電磁接触器とサーマルリレーの製造・販売
No.18, Dongshan Rd., Changshu, Jiangsu 215500,
The People’s Republic of China
Tel：+86-512-5284-5642

富士電機（珠海）社
Fuji Electric (Zhuhai) Co., Ltd.
工業用電熱装置の製造・販売
No.22, Hanqing Rd., Pingsha, Jinwan, Zhuhai, 
Guangdong 519055, The People’s Republic of China
Tel：+86-756-7267-861

富士電機（深圳）社
Fuji Electric (Shenzhen) Co., Ltd.
感光体および半導体デバイス、通貨機器関連部品の製造・販売
High-technology Industrial Zone, Feng Tang Rd., Fu Yong, Bao An, Shenzhen, 
Guangdong 518103, The People’s Republic of China
Tel：+86-755-2734-2910

富士電機大連社
Fuji Electric Dalian Co., Ltd.
低圧遮断器の製造
No.3 The Third Street of Northeast, Dalian Economic & Technical Development 
Zone, Dalian 116600, The People’s Republic of China
Tel：+86-411-8762-2000

富士電機馬達（大連）社
Fuji Electric Motor (Dalian) Co., Ltd.
回転機の製造
3-2, No.3 Dongbei Street, Dalian Economic & Technical Development Zone,  
Dalian 116600, The People’s Republic of China
Tel：+86-411-8763-6555 

大連富士冰山自動販売機社
Dalian Fuji Bingshan Vending Machine Co., Ltd.
自動販売機の開発・製造・販売・サービス・コンサルティング・オーバーホール・設置工事
No.61 Huaihe West Rd., Dalian  Economic & Technical Development Zone,  
Dalian 116600, The People’s Republic of China
Tel：+86-411-8754-5798

大連富士冰山自動販売機販売社
Dalian Fuji Bingshan Vending Machine Sales Co., Ltd.
自動販売機の販売、修理、コンサルタントおよび設置工事
No.61 Huaihe West Rd., Dalian  Economic & Technical Development Zone,  
Dalian 116600, The People’s Republic of China
Tel：+86-411-8730-5911

富士電機（杭州）軟件社
Fuji Electric (Hangzhou) Software Co., Ltd.
自販機関連制御ソフトの開発、管理ソフトの開発
508-512 Technology Square, Hangzhou East Software Park, No.90
Wensan Rd., Hangzhou, Zhejiang 310012, The People’s Republic of China
Tel：+86-571-8821-1661

富士電機（亞洲）社
Fuji Electric FA (Asia) Co., Ltd. 
受配電・制御機器の販売
Room 2015, 20/F., The Metropolis Tower,
10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
Tel：+852-2311-8282

富士電機（香港）社
Fuji Electric Hong Kong Co., Ltd.
半導体デバイス・画像デバイス製品の販売
Suites 1911-13, 19th Floor, Tower 6, The Gateway, Harbour City,  
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Tel：+852-2664-8699

宝永香港社
Hoei Hong Kong Co., Ltd.
電機・電子部品等の販売
Unit 310-311, 3/F Mirror Tower, 61 Mody Rd., Tsim Sha Tsui East, Kowloon, 
Hong Kong
Tel：+852-2369-8186

台湾富士電機社
Fuji Electric Taiwan Co., Ltd.
受配電・制御機器、駆動制御機器、半導体デバイスの販売 
10F, No.168, Song Jiang Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C. PO#10459
Tel：+886-2-2511-1820

富士電機コリア社
Fuji Electric Korea Co., Ltd.
受配電・制御機器、駆動制御の販売
16F Shinsong Bldg., 25-4 Youido-dong, Youngdungpo-gu Seoul 150-010, Korea
Tel：+82-2-780-5011

富士電機アメリカ社
Fuji Electric Corp. of America
電気機械設備および半導体デバイス、駆動制御機器、器具の販売
50 Northfield Avenue, Edison, NJ 08837, U.S.A.
Tel：+1-732-560-9410

富士電機ヨーロッパ社
Fuji Electric Europe GmbH
電気・電子機械器具および部品の販売
Goethering 58, 63067 Offenbach Main, Germany
Tel：+49-69-6690290

フランス富士電機社
Fuji Electric France S.A.S.
計測制御機器の製造・販売
46, rue Georges Besse, ZI du Brezet, 63039 Clermont-Ferrand, Cedex 2, France
Tel：+33-4-73-98-26-98

RTS社（Reliable Turbine Services LLC）
Reliable Turbine Services LLC
蒸気タービン・発電機および周辺機器の修理・補修
858 Acid Mine Road, Sullivan, MO 63080 USA
Tel：+1-573-468-4045

国内主要子会社

持分法適用会社

富士電機アジアパシフィック社
Fuji Electric Asia Pacific Pte. Ltd.
受配電・制御機器、駆動制御機器、半導体デバイスの販売
151 Lorong Chuan #02-01A, New Tech Park, Singapore 556741
Tel：+65-6533-0014

富士SMBE社
Fuji SMBE Pte. Ltd.
低圧配電盤（開閉装置・制御装置）の製造、販売、関連サービス事業
15 Senoko Avenue, Singapore 758305
Tel：+65-6756-0988

富士電機（タイランド）社
Fuji Electric (Thailand) Co., Ltd.
受配電設備、制御盤ほか電機機器の販売、エンジニアリング
43 Thai CC Tower, 11F, Room No.114-9, South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand
Tel：+66-2210-0615

富士電機マニュファクチャリング（タイランド）社
Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
汎用・産業用低圧インバータ、無停電電源装置、パワーコンディショナ、自動販売機、 
変電設備（開閉装置）の製造販売
118/2 Moo 18 Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand
Tel：+66-2529-2178

富士タスコ社
Fuji Tusco Co., Ltd.
変圧器の製造・販売・保守サービス
612-612/1, 1888 Moo4 Bangpoo Industrial Estate, Soi 8, 9A Pattana 1Rd., A. 
Muang Samutprakarn 10280 Thailand
Tel：+66-2324-0100

富士電機インドネシア社
PT Fuji Electric Indonesia
インバータ、サーボ、UPS、器具などのコンポーネント製品全般の販売
Gedung Sucaco 2nd Floor, Jalan Kebon Sirih Raya No.71 PO Box 4872, 
Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 10340 Indonesia
Tel：+62-21-3984-3211

富士電機インド社
Fuji Electric India Private Ltd.
駆動制御機器、半導体デバイスの販売
409–410, Meadows, Sahar Plaza, Andheri Kurla Rd., J.B. Nagar, Andheri (East), 
Mumbai, 400 059, India
Tel：+91-22-4010-4870

フィリピン富士電機社
Fuji Electric Philippines, Inc.
半導体デバイスの製造
107 Enterprize Drive, Special Export Processing Zone II, Carmelray Industrial Park, 
Canlubang, Calamba, Laguna, Philippines
Tel：+63-2-844-6183

海外主要子会社 * 非連結子会社
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国内拠点 企業データ

本社地区

本社 Tel：03-5435-7111
神田事務所 Tel：03-5816-7901
八丁堀事務所 Tel：03-6280-1114

北海道地区

北海道支社 Tel：011-261-7231
道南営業所 Tel：0143-44-6800
苫小牧サービスセンター Tel：0144-57-3330
帯広サービスセンター Tel：0155-27-1621
釧路サービスセンター Tel：0154-32-4888

東北地区

東北支社 Tel：022-225-5351
岩手営業所 Tel：0198-26-5161
青森サービスセンター Tel：017-885-8770
秋田サービスセンター Tel：018-824-3401
郡山サービスセンター Tel：024-932-0879

関東地区

東関東支店 Tel：043-266-7622
北関東支店 Tel：048-834-3111
群馬営業所 Tel：027-367-1370
松本営業所 Tel：0263-48-2763
松本サービスセンター Tel：0263-48-3586
鹿島サービスセンター Tel：0299-91-0335
ひたちなかサービスセンター Tel：029-275-2951
新横浜サービスセンター Tel：045-476-7841

川崎工場
〒210-9530
神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
蒸気タービン、水車、発電機、電動機、原子力関連機器、燃料電池、
電気集じん機など

東京工場
〒191-8502
東京都日野市富士町1番地
分散型制御装置、情報伝送装置、保護／制御監視装置、放射線機器・システム、
IMM、MEMS、計測機器、センサ機器

千葉工場
〒290-8511
千葉県市原市八幡海岸通7番地
変圧器・リアクトル、開閉装置、パワーエレクトロニクス製品など

鈴鹿工場
〒513-8633
三重県鈴鹿市南玉垣町5520番地
インバータ、サーボシステム、モータ、発電機、誘導加熱装置など

神戸工場
〒651-2271
兵庫県神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
配電盤、制御盤、車両用制御装置、高圧インバータ、無停電電源装置など

松本工場
〒390-0821
長野県松本市筑摩四丁目18番1号
半導体デバイス

山梨製作所
〒400-0222
山梨県南アルプス市飯野221番地1
半導体デバイス

三重工場
〒510-8631
三重県四日市市富士町1番27号
自動販売機、店舗・流通システム

吹上工場
〒369-0192
埼玉県鴻巣市南一丁目5番45号
電磁開閉器、コマンドスイッチ、高圧真空遮断器、
電力管理機器、制御リレー、安全機器

大田原工場
〒324-8510
栃木県大田原市中田原1043番地
漏電遮断器、配線用遮断器、タイマ、カウンタ、ガス関連機器、リミットスイッチ

設備技術センター
〒369-0198
埼玉県鴻巣市前砂160番地1
生産技術開発、設備製作、技術・技能教育

北陸地区

北陸支社 Tel：076-441-1231
金沢支店 Tel：076-291-8830
新潟営業所 Tel：025-284-5325
福井サービスセンター Tel：0776-21-7170

中部地区

中部支社 Tel：052-746-1000
豊田支店 Tel：0566-83-9915
静岡営業所 Tel：054-255-7623
静岡サービスセンター Tel：054-255-7625
三島営業所 Tel：055-976-3331
浜松営業所 Tel：053-413-6161
三重営業所 Tel：059-353-3471
三重サービスセンター Tel：059-353-3471

関西地区

関西支社 Tel：06-7166-7300
神戸事務所 Tel：078-275-1140
滋賀営業所 Tel：0748-31-1360
泉南サービスセンター Tel：072-458-9601
敦賀サービスセンター Tel：0770-22-0262

中国地区

中国支社 Tel：082-247-4231
周南サービスセンター Tel：0834-32-1780
山口営業所 Tel：0836-21-3177
山口サービスセンター Tel：0836-21-3178
福山サービスセンター Tel：084-957-0747
東中国営業所 Tel：086-422-0922

四国地区

四国支社 Tel：087-851-9101
松山営業所 Tel：089-933-9100
松山サービスセンター Tel：089-933-9100
高知営業所 Tel：088-824-8122 
高知サービスセンター Tel：088-824-8122
徳島営業所 Tel：088-657-4110 
徳島サービスセンター Tel：088-657-4110

九州・沖縄地区

九州支社 Tel：092-262-7800
小倉営業所 Tel：093-562-9001
小倉サービスセンター Tel：093-562-2323
大分営業所 Tel：097-532-9161
長崎営業所 Tel：095-822-6165
熊本営業所 Tel：096-334-7781
宮崎営業所 Tel：0985-24-7281
鹿児島営業所 Tel：099-286-1234
鹿児島サービスセンター Tel：099-213-8735
沖縄支社 Tel：098-862-8625

商号

富士電機株式会社

英文社名

FUJI ELECTRIC CO., LTD.

設立

1923年8月29日

本店

〒210-9530
神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

取締役

代表取締役社長 北澤　通宏

代表取締役 菅井　賢三

社外取締役 鈴木　基之

社外取締役 丹波　俊人

社外取締役 立川　直臣

取締役 安部　道雄

取締役 松本　淳一

取締役 荒井　順一

取締役 友高　正嗣

監査役

常勤監査役 石原　敏彦

常勤監査役 奥野　嘉夫

社外監査役 佐藤　美樹

社外監査役 木村　明子

社外監査役 平松　哲郎

執行役員

執行役員社長 北澤　通宏 経営統括

執行役員副社長 菅井　賢三 社長補佐、営業本部長

執行役員専務 安部　道雄 生産・調達本部長

執行役員専務 柳澤　邦昭 電子デバイス事業本部長

執行役員常務 朝日　秀彦 食品流通事業本部長

執行役員常務 荒井　順一 経営企画本部長、輸出管理室長、
コンプライアンス担当、危機管理担当

執行役員常務 友高　正嗣 パワエレ機器事業本部長

執行役員 江口　直也 技術開発本部長

執行役員 日下　　高 産業インフラ事業本部長

執行役員 松本　淳一 経営企画本部 財務室長

執行役員 角島　　猛 人事・総務室長

執行役員 藤原　正洋 発電・社会インフラ事業本部長

執行役員 五嶋　賢二 営業本部 副本部長

執行役員 高橋　康宏 食品流通事業本部 副本部長

執行役員 新村　　進 営業本部 副本部長、関西支社長

執行役員 森本　正博 富士電機機器制御（株） 代表取締役社長

本社事務所

〒141-0032
東京都品川区大崎一丁目11番2号
（ゲートシティ大崎イーストタワー）

資本金

476億円（2016年3月期）

社員数（連結）

26,508名（2016年3月31日現在）

売上高（連結）

8,136億円（2016年3月期）

販売・サービス拠点 会社概要

役員（2016年10月1日現在）

主要製造拠点
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〒141-0032　東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）
Tel：03-5435-7111（代表）
http://www.fujielectric.co.jp
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