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［人事担当 者からのメッセージ］

働きがいのある職場環境のもと、いっしょに成長をめざしていきましょう！
フジキンでは、
働き方改革を積極的に進めるとともに、
より良い職場環境をめざ

した取り組みを加速させています。
たとえば、
「万博記念 つくば先端事業所」
では、
事業所内に託児所を設けて、子育て中の社員を支援しています。
また、
フジキンは

社員を大切にする企業として、
創業以来92年間にわたってリストラを一度も行っ

たことがありません。

こうした企業姿勢が評価されて、
2019年には協会創立60周年記念 第二回

学生に教えたい 働きがいのある企業 大賞
「大賞」
を受賞するなど、
取り組みが高

く評価されています。
そして、働きがいのある会社 だからこそ、
ほかにはない仕
事に挑戦できる環境が整っているといえます。
おかげさまをもちまして、 モノづ

くり部品大賞も2022年で19年連続受賞の栄誉を賜りました。

今後も若い皆さんといっしょになって、
さらに働きがいのある会社、
さらに社会

に貢献できる会社をめざしていきたいと考えています。

万博記念 つくば先端事業所の事業所内託児所

TOPICS

TBS連続ドラマ
「下町ロケット」
に
フジキン 万博記念 つくば先端事業所が撮影協力！

【2015年10月〜12月、
2018年10月〜12月放映】
TBSテレビ系列で放映され、
人気を博したドラマ｢下町

がロケ地として協
ロケット｣。
「万博記念 つくば先端事業所」

力しました。事業所内に帝国重工・宇宙航空部の工場ホー

ルなどの撮影セットが組まれ、
帝国重工社長役の杉良太郎

さんや財前部長役の吉川晃司さんをはじめ、
大勢のエキス

トラの方々を迎えて撮影が行われました。
また、
ロケットエ
ンジンのバルブもフジキンが撮影用に創るなど、
さまざま
な面で協力しました。

帝国重工 宇宙航空部の設定で撮影。
また撮影用のバルブも製作しました。

採用窓口（人事専用フリーダイヤル / E-mail）
（総本社
TEL 0120-178078
（新本社
TEL 0120-203301

西日本） jinji-hon@fujikin.co.jp

東日本） jinji-shin@fujikin.co.jp

フジキンのバルブで世界のながれが動く。
発行：2022年10月
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工場案内 ペッパー君

クラス１ウルトラスーパークリーンルーム

半導体製造装置向け
集積化ガスシステム（IGS®）

設計ルーム

次世代
水素ステーション用
超高圧液体水素
適合バルブ

製品検査ロボット

フローコントロールシステムの製造

ながれ（流体）を
止める・流す・調節
制御するバルブ

大阪ハイテック研究創造開発センター

超微細
超高圧
極低温

など極限技術を

フジキンは得意
としています。

高耐久ダイヤフラムバルブ

11万5000㎡の
探究・創造・開拓・製造拠点
敷地内保育所『コスモスハウス』

万博記念 つくば先端事業所

マシニングセンタ

切削精度検査

回診用
デジタルＸ線
撮影装置

ライフサイエンス研究所

９９.９MPa
遮断弁

電子顕微鏡検査

1

超高圧水素ガス適合バルブ

９９.９MPa
調節弁

超音波診断装置

バイオ分野バルブの品質検査

ライフサイエンス製品『MUS シリーズ』

絶滅危惧種 チョウザメの養殖

フ ジ キ ン の 最 先 端 も の づ くり

2

宇宙ロケット発射設備用バルブ

種子島宇宙センターで、
ロケット燃料の液体水素
（−253℃）

と液体酸素
（−183℃）
を充填する際に活躍！

絶滅危惧種のチョウザメ
世界初！

水槽での完全養殖を実現！

7
病院で使われる

デジタル医療機器

火力発電所用バルブ

セラミック製のバルブが

排煙をクリーン化する設備で活躍！

7

6
半導体製造装置用バルブ

1

最先端スマートフォンの
ウイルスよりも小さい
0.000007㎜の回路幅

7ナノメートルチップ製造で活躍！

水素ステーション用バルブ
次世代エネルギーの
極限技術

石油・石化プラント用バルブ
世界各国で活躍しています！

3

超低温 −253℃、超高圧99.9MPaの
流体プロセスで活用されています。

2

5
医薬・食品用バルブ
無菌状態を実現しています！

４

幅広い産業を支えるフジキン
最先端の半導体の製造に欠かせない特殊な
ガスを超微量でコントロールするフジキンの
「ウルトラピュアーバルブ」。清浄度世界最高
クラスを誇るクラス１のウルトラスーパーク
リーンルーム内で生産しており、世界中のIT
産業の発展に大きく貢献しています。

❶ 半導体製造分野

❸ 宇宙創造開発分野
1976年にロケット用バルブ機器を
初めて国産化。宇宙創造開発市場の
拡大に合わせて、様々なバルブの開発
に邁進しています。

3

❹ バイオ
（医薬・食品）分野
安全性が高く、環境にやさしい医薬・
食品を製造するのに必要な、無菌製造
ライン向けのバルブで広く活躍してい
ます。

ロケット用バルブ機器開発で培った先進技
術を活用することで、
液体水素の輸送や貯蔵
に必要な超低温超高圧向けバルブを開発。
今後、
普及が進んでいく水素ステーションや
燃料電池車に相次いで採用されており、
水
素社会の発展をリードしています。

❷ 水素エネルギー分野

❺ 石油・石化プラント分野
プロセス制御、監視の役割を
担う、計装用バルブなどを通
して、石油化学プラントを支
えています。

❻ 火力発電所分野
火力発電所向けの排煙脱硫
装置に使用されるバルブな
どを通して、発電プロセスの
制御監視で活躍しています。

❼ ライフサイエンス分野
超音波診断装置をはじめ、
医療機器の開発・販売、
チョ
ウザメの養殖など、新たな領
域にも進出しています。

4

数 字 で 見 るフジキン

フジキンのグローバルネットワーク
1930年の創業以来、常に極限に挑戦し、技術の究極を超えることに挑戦してきたフジキン。
今や日本国内はもちろん、世界のあらゆるところでフジキンの最先端テクノロジーが活かされています。
超精密ながれ
（流体）制御機器として、特に半導体分野では世界シェアの約40％を占める
トップランナーとなっています。

従業員数

5,858人
（グループ合計）2022年3月31日現在

売上高

1,707億円（連結）

約

創

業

92周年
ANNIVERSARY

日本から世界へさらなる貢献をめざすフジキンカープグループ
現在、東日本および西日本における研究開発と生産性体制に加えて、米国、ヨーロッパ、ベトナム、東アジアに

おける生産体制を通じて、世界のどこでも日本国内と同様の性能、品質の提供を実現しています。

■ 海外拠点／

フジキンの
拠点一覧は
こちら

2２ヶ所

1930年5月創業

平均年齢

35.6歳

Fujikin Deutschland GmbH
（ドイツ）

TK-FUJIKIN CORPORATION
Headquarter/Factory
（韓国）

TK-FUJIKIN CORPORATION
Hwajeon/Factory
（韓国）

Fujikin of China
Incorporated
（チャイナ）

Carten Controls Ltd.
（アイルランド）

CARTEN-FUJIKIN Inc.
（アメリカ）

Fujikin of America Inc.
（アメリカ）
Fujikin Taiwan
Incorporated
（台湾）

自己資本／420億円（単独）867億円（連結）
2022年3月期

Fujikin
Vietnam Co., Ltd.
Da Nang Fujikin R&Dセンター
Fujikin Singapore Pte. Ltd.

資格手当の対象資格数

120個
理系、文系を含めて、該当する資格をとればとるほど
毎月、手当がつきます。

日刊工業新聞社様／モノづくり日本会議様 主催

モノづくり部品大賞

19年連続受賞
研究開発に継続して注力しており、
これが会社の成長の原動力となっています。

（シンガポール）

半導体製造用バルブ 世界シェア

43％
高いシェアをみると、世界のIT産業を支えているのは
フジキンのバルブといってもよいかもしれません。

●本社
●国内工場
●国内営業所
●海外現地法人

■ 国内拠点／

Fujikin Vietnam Co., Ltd.
（ベトナム）

The Branch of Fujikin Vietnam Co., Ltd
ー BAC NINH FACTORY
（ベトナム）

31ヶ所

社会人ドクター数

11人

大阪工場 東大阪

大阪ハイテック
研究創造開発センター

東北工場

博士号取得支援のための費用を会社が全額負担。
これまでにこの制度を使い挑戦しています。
大阪工場 柏原

5

（ベトナム）

万博記念

つくば先端事業所

6

開発

開発に携わった製品が半導体工場で
大量に活躍している様子を見て、
大いに感動しました。

購買

私の地元である大阪に本拠地がある会社だということと、開発部門

ものづくりに携わりたいという気持ち。
そして、大学で学んだ金属材

の若手社員にとって早くから活躍のチャンスが多く、努力次第で成長

料学の知識を活かせる場所があること。
この二つの希望に合致したの

を望める会社であると考えたことから、
フジキンへの入社を決めました。

がフジキンであり、専門分野を活かして世の中に役立つ仕事がしたい

現在、半導体製造装置で重要な機能を果たすながれ
（流体）制御機器

と考え、入社しました。

の組み込みソフトウェアの設計や、流体制御機器を操作するためのアプ

現在、工場の生産に必要な部材の調達業務を担当しています。生産

リケーションの設計を主に行っています。
ソフトウェアの設計を通じて、

予定に沿った納期の管理と、調達コストの削減による付加価値の向上

バルブシステムなどのハードウェアの優れた性能を的確に引き出し、目

に取り組んでいます。
フジキンの生産活動に欠かせない部材の調達と

的としてする動作を正確に実現できたときに、達成感ややりがいを感

いう立場から、多数の協力会社様との信頼関係のもと、
やりがいのあ

じます。

る業務に魅力を感じています。

現在の事業所に配属されてから4カ月目ぐらいの時期に、製品の技

2年目の冬のこと、
納期の遅延を起こしていた部品を仕上げてもらう

術サポートとしてお客様の半導体工場へ初めての海外出張を経験しま

ために、
茨城・筑波から大阪へ1週間出張して、
購入先と交渉したことが

した。自分たちが開発した製品がクリーンルーム内で大量に使用され、
半導体チップの製造に役立っている様子を初めて見て、
とても感動し
ました。
今後、会社だけでなく業界全体の歴史に残るような画期的な製品を
開発し、技術、
開発部門でトップの地位をめざしていきます。

O.S.

技術統轄本部
（2014 年入社／工学部 工学研究科 電子情報系専攻修了）

8：00 ● 出社後、朝礼、
チームミーティング、
メールチェック
9：00 ● 流量制御機器用ソフトウェアの仕様設計、
各種性能、機能評価等

One Day
Schedule 12：00 ● 昼休み

13：00 ● 流量制御機器用ソフトウェアの仕様設計、
各種性能、機能評価等

設計

8：00 ● メールチェック
9：00 ● 注文書発行や納期調整、
コストカットの資料作成など
One Day 12：00 ● 同期入社と社員食堂で昼食
Schedule 13：00 ● 来客への対応、
ミーティング参加、

業務改善活動など

強烈な印象として残っています。緊迫した状況を正しく理解してもらう
ため、
たとえ遠い所でも出向いて交渉することの大切さを実感しました。
調達の仕事とは企業活動において利益を生み出す上で重要なもの
です。今後、戦略的な取り組みを通じて、年間換算で1億円以上のコス
ト削減を達成するようにがんばっていきます。

message
18：00 ● 帰宅

社 会 を 支 え 、未 来 を

18：00 ● 帰宅（月末や月初は各部品の発注予定を
決めるため、2 時間程度の残業あり）

見 すえる

S.H.

製造本部
（2016 年入社／工学部 物理工学科卒）

先 輩たち

製品の性能試験および評価を通じて、
半導体やバイオ分野での貢献を
めざしています。

営業

先輩インタビュー
動画はこちら

お客様のものづくりを
最前線で支える受注管理。
業務のさらなる向上をめざしています。

大学の教授に勧められ、
フジキンの企業説明会に参加したのが入社

就職活動を通じて、
フジキンは半導体や水素、宇宙など、幅広い分野

のきっかけです。話を聞いた際、技術力に自信がある、福利厚生が充実

において高い技術力を持っていて、将来性を感じたことが入社の決め

している、開発製品を部品ごとではなく一人がすべてを担当すると

手です。
現在、営業所において製品の受注管理の業務を担当しています。お

いった内容に関心を抱き、将来性を感じたことが入社につながりまし
た。現在、
フジキンの主力分野である半導体やバイオでの用途に向けた

客様からいただいた注文に対して納期を確認し回答するほか、工場に

バルブや継手類の開発と評価を手がけています。製品の性能試験およ

バルブや継手の手配や納期調整を行う仕事です。富山周辺は有力な製

び評価を実施し、
データの取得、
そして問題点の洗い出しと対策の提案

造業の工場が多く、
お客様の希望納期通りに納品することが重要な使
命です。納期までの手配、調整を確実に行い、約束通りにお届けするこ

が主な業務です。

とにやりがいを感じています。

入社1年目からある製品の評価試験を任され、試験に使用する機械
のメンテナンスも責任を持って担当しました。上司から
「もう一人で任

最近、
あるお客様からの発注方法と納品方法が変更になった際、物

せて大丈夫だね」
という言葉をいただき、自らの存在価値を実感した

流センターの受付担当が不在の場合や担当が変更になった場合にもト

ものです。
そして今、開発に関わったバルブ類が半導体製造現場で活
躍していることで、情報通信技術の発展に貢献できることにやりがい
を感じています。
将来の目標は、
どこにもない画期的な製品を開発することです。
そし
て、
会社のさらなる成長を牽引する製品に育てていきます。

H.Y.
7

生産活動に欠かせない調達業務に
おける付加価値の向上を図り、
会社の成長に貢献していきます。

技術統轄本部
（2017 年入社／工学部 知能機械工学科卒）

8：00 ● 開発チーム内で立ち会議後、業務開始
9：00 ● 実験室にて開発製品の評価試験
11：00 ● 評価試験結果まとめ、報告
One Day 12：00 ● 昼休み
Schedule 13：00 ● メールチェック、
午後の評価試験の確認

15：00 ● 実験室内での改善活動
16：00 ● 実験室にて開発製品の評価試験
18：00 ● 帰宅

メールチェック、
8：00 ● 出勤後、
お客様からの注文、納品書の確認
10：00 ● お客様へ納期回答
11：00 ● 物流センターへ出荷の指示、
One Day
工場と納期調整
Schedule
12：00 ● 昼休み
13：00 ● お客様へ納期回答、工場と納期調整
16：00 ● 物流センターへ出荷の指示、
工場へバルブ、継手等手配
17：00 ● 帰社(仕事が残っている場合は、残業)

ラブルなく対応できるように、担当者向けの出荷マニュアルを作成しま
した。不慣れな資料作りのため、
わかりやすく表現することに苦戦した
ものの、
上司からアドバイスをいただき、完成させることができました。
今後、仕事で必要な知識や技能を増やし、業務の効率化をさらに進
めることで、
お客様の役に立っていきたいと考えています。

I . Y.

国内営業本部
（2018 年入社／現代社会学部卒）

8

システム
エンジニア

情報機器の運用、管理を通じて、
社員のだれもが業務を円滑に進められる
環境づくりを心がけています。

充実の資格手当と教育制度
● 資格の数だけ毎月手当てとして支給
資格取得制度として、職能給、技術資格制度で実力主義を採用し、
それぞれの

フジキンの業務に不可欠なパソコンをはじめとした情報機器の管理

資格を取得するとその資格に応じた手当て
（複数可）
を毎月支給しております。学

を行っています。併せて、情報システムや通信ネットワークに関するヘ

生時代に取得済みの資格も手当の対象に含まれます。中には、毎月4万円以上の

ルプデスクの業務を担当しています。各種の情報機器は業務の効率性

資格手当が支給されている社員もいます。

を左右する機器である一方、
サイバーセキュリティの観点からも総合的
な管理はきわめて重要な使命です。
そのため、大勢の社員が仕事を安

● 数多い教育研修と社会人ドクター制度の利用で博士号取得も可能

心かつ円滑に進められるように、
常に最良の環境を構築、運用すること

コンピュータースキル修得・英語力向上の入社前教育、新入社員研修、
ＯＪＴ現

に努めています。

場実習（生産工場）
、
ＯＪＴ営業実習（各種展示会研修・全国キャラバンカー営業研

入社するまで情報系の知識は十分ではありませんでしたが、
この分

修）
、高圧ガスに関する教育研修、外国人講師によるマンツーマン指導の英語研修

野に興味があったことから、
自ら手を挙げて取り組むようになりました。

やコンピュータ研修等の社内研修、階層別研修、資格取得援助制度、国内留学（社

日進月歩で進んでいる情報通信技術について、最新の情報に触れなが
ら仕事に取り組める点にやりがいを感じています。
最近では、
パソコンの更新に際して、機種の選定を任されました。
フ

8：00 ● 出社後、部署内で当日の勤務予定を確認
9：00 ● 退社後から届いているメールを処理

ジキンの情報基盤や使用状況などを踏まえて、必要とされるパソコン

10：
００ ● PC の使用状況を確認

の仕様を定めて、導入を行ったことで目的が達成されました。今後、時

One Day 12：00 ● 昼休み
Schedule 13：00 ● システム関連やPC 操作の問い合わせ受付

代の先を見すえた情報機器の運用、管理を通じて、事業のさらなる発
展に貢献していきたいと考えています。

message
Y.T.

技術統轄本部
2010 年入社
工学研究科マテリアル生産科学専攻修了

K.M.

社会人ドクターの制度を利用して、
国内の大学
に研究員として在籍し博士課程を修了した。

盛んに行われており、能力主義・実力主義人事による組織活性化を図るとともに

17：00 ● 明日の業務にかかわるメールの処理

１８
：
００ ● 退社

社会を支え、未来を見すえる 先輩たち
総務

経理や総務の業務を通じて、
事業の成長に必要な組織の
基盤づくりに貢献しています。

元々、宇宙分野に関心があり、
この分野で実績のあるフジキンに興味

フジキンでは、
「社員ファースト」の観点
ています。
そして、心と身体の充実ができ

補助など、数々の福利厚生制度をご用意
しています。

【採用情報】
● 営業系：営業・技術営業・ライフサイエンス事業関連営業 ほか

職務職種

で外国人実習生を受け入れた際、準備業務を担当しました。寮の契約
8：00 ● 出社後、
メールチェック
9：00 ● 出張の旅費精算など
11：00 ● 精算済みのものを会計システムに
入力する仕訳業務

One Day
Schedule 12：00 ● 昼休み

13：00 ● 来客の応接準備、資料作成など
14：00 ● 現場から依頼のあった案件の見積り作成
15：00 ● 外国人実習生の受け入れ資料作成、
契約書等の書類確認
17：00 ● 帰宅（業務が残っていれば、残業することも）
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から不動産屋さんとの折衝、稟議書の発行、必要備品の購入といった
計画を立てた上で、課内で連繋して準備を進め、実習生を無事に迎え

S.C.

製造本部
（2016 年入社／人文社会科学部 国際文化課程卒）

システムエンジニア・システム管理／ネットワーク管理 ほか

● 管理系：人事・総務・経理・広報 ほか

● 技術系職種：電気・電子・情報系、
精密工学（機械）
・化学（材料）
・物理・制御工学等の理工系

採用学科

● システムエンジニア：学部学科不問・SEの経験者又は情報処理技術者歓迎
● 管理系職種：学部学科不問・経理・情報学科等歓迎
● 事務系職種：学部学科不問

諸

手

昇

当

公認資格給・地域手当
（住宅手当を含む）
・家族手当・営業手当 ほか

給

年1回有り

勤務時間

賞

● 工場・研究所部門／
● 管理・営業部門／

与

年2回有り

8：05 〜 16：50

8：45 〜 17：15

● 営業系：岩手・宮城・茨城・埼玉・東京・神奈川・山梨・富山・愛知・京都・大阪・兵庫・岡山・愛媛・広島・

今後は、社員が働きやすい会社づくりに向けて、職場環境や制度の
得をめざし、業務の効率化を図っていくことが目標です。

● 技術系：開発・設計・生産技術・生産管理・品質管理・

● 営業系職種：学部学科不問

入れることができたときは達成感がありました。
整備に関わっていきたいと考えています。
また、業務に関わる資格取

総合職

一 般 職 ● 事務系：営業事務・工場事務・経理事務・秘書 ほか

責任がともなう仕事である一方、企業活動に欠かせない業務にやりが
また、総務の業務では、新しいことに挑戦できる点が魅力です。工場

主な活動例
テニス、野球、フットサル、
ボーリング、卓球、釣り、
華道、マラソン、バドミントン、
自転車、バレーボール

補助金）
をはじめ、各クラブの対外試合の

映される点に魅力を感じて、
フジキンを志望しました。

いを感じています。

※写真はXIV鳥羽

るように、富士登山の補助（特別休暇1日、

のに加えて、資格取得制度が充実している上、自分の努力がすぐに反

や受付業務など総務関連の業務も行っております。お金を扱うという

人材育成にも力を入れています｡

のもと、働きがいのある職場づくりに努め

を持ちました。主力事業である半導体関係においても将来性を感じた

現在、金銭の管理や帳簿の作成などの経理業務を中心に、会社行事

また、人材育成制度として、年末社内表彰等の各種表彰制度・改善提案活動も

福利厚生

15：00 ● ユーザーが使用するPC の初期設定の作業

ICT 関連事業本部
（2017 年入社／理工学部 数理科学科）

会人ドクター）
・海外留学制度などの、
ユニークな教育研修を実施。
「社会人ドク
ター制度」
を利用して、在職中に博士号の取得も可能です。

福岡・大分・熊本・海外 他

勤

務

地

● 技術系：大阪・茨城
（つくば）
・岩手・海外
● 事務系：大阪・東京・茨城
（つくば）他

休日休暇

他

● 管理系：大阪・東京・茨城
（つくば）
・岩手・海外

全国

他

年末年始・ＧＷ・お盆・
（結婚）記念日休日制度・有給休暇などフジキンカレンダーによる

（工場・研究所部門年間休日119日）
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