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本 社 

浜松事業所 

概 要 

 前身となる八欧電機株式会社が 1955 年に川崎工場と

して建設。ラジオ、音響、テレビの生産から始まり、無

線機部門、家庭電器部門と生産規模を順次拡大したの

ち、1958 年に本社となりました。現在も富士通ゼネラ

ルグループの中枢であるとともに、製品やシステムの研

究開発拠点としての役割を担っています。 

概 要 

 1973 年に設立した中部ゼネラル株式会社の工場（完

成は 1977 年）としてスタートし、長らく国内・海外向

けエアコンの開発・生産拠点として重要な役割を担って

きました。2001 年に現在の浜松事業所となり、生産拠

点の海外移転にともない、2010 年には株式会社富士エ

コサイクル（家電リサイクルプラント）が事業所内に移

転しました。現在は製品修理ならびにリサイクルの事業

拠点となっています。 

■ 所在地 ：静岡県浜松市北区細江町中川 1930 番地 4 

■ 所在地 ：神奈川県川崎市高津区末長 3 丁目 3 番 17 号 

環境の主な取り組み 

 希少野生生物の生息地を含む浜名湖県立自然公園に近

く、自然環境との調和に配慮した事業を行っています。

水を使用しないリサイクルの取り組みを行うほか、ビオ

トープでの生物モニタリングなども行っています。 

環境の主な取り組み 

 本社は、富士通ゼネラルグループ全体の環境経営を統

括する重要な役割を担っています。また、現在は製品の

開発や営業戦略の中核として機能しており、社会の環境

負荷の低減と環境効率の向上に資する経営戦略が本社か

らグローバルに展開されています。 
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青森事業所 

概 要 

 1967 年に設立した野辺地ゼネラル株式会社の工場とし

てスタートし、2006 年からは現在の青森事業所となりま

した。設立当初から、一貫してモーターの製造を行って

います。2010 年には隣接地に東北新幹線の七戸十和田駅

が開業し、周辺環境が大きく変わりつつあります。 

■ 所在地 ：青森県上北郡七戸町字荒熊内 67 番地 2 

環境の主な取り組み 

 事業所の周辺は牧場や農地が広がり、近隣には貴重な

野生生物が多数生息する仏沼（ラムサール条約登録湿

地）があるなど、豊かな生態系が残っています。それら

の環境と調和し保全していくために、モーター製造工程

で使用する有機溶剤等の化学物質について、徹底した管

理と使用量削減に取り組んでいます。 

松原事業所 

事業所の紹介 

概 要 

 1957 年に設立したゼネラル照明機器株式会社の工場

としてスタートしました。製造が終了したあとは、関西

地区における製品サービスサポートの事務所として運用

していましたが、2013 年に社屋を一新したのを機会

に、分散していた営業機能を集約しました。 

■ 所在地 ：大阪府松原市西野々2 丁目 1 番 45 号 

環境の主な取り組み 

 関西地区の営業・サービス活動の中心であり、お客様

とのかかわりの中で、製品やサービスを通じた社会の環

境負荷低減などを目指しています。 

 また、事業所の環境負荷低減はもとより、大都市圏に

おける自社営業車両の運用効率化などにも取り組んでい

ます。 
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株式会社富士通ゼネラルエレクトロニクス 

FUJITSU GENERAL (THAILAND) CO., LTD. 

グループ会社の紹介 

企業概要 

 1964年にラジオやオーディオ機器を生産するゼネラル電子

工業株式会社として設立しました。1999年に富士通ゼネラル

の電子デバイス部門を統合しており、現在は車載カメラやロボ

ットコントローラー、電子デバイス、および情報通信システム

機器などを生産しています。 

■ 所在地 ：岩手県一関市相去3 番地の 1 
 環境の主な取り組み 

 環境配慮製品を開発するとともに、生産の効率化など事務

所・工場の環境負荷低減により、省エネルギーと温室効果ガ

ス排出量の削減を追求しています。また、電子デバイスの生

産に必要な化学物質の徹底した管理を行うとともに、廃棄物

のリサイクルにも積極的に取り組んでいます。 

企業概要 

 タイ王国のレムチャバン工業団地（チョンブリー県シラチャ

ー郡）に、1991年に設立しました。ルームエアコンからVRF

まで多種類のエアコンを生産しています。工場はレムチャバン

港に隣接しており、効率的な船積みが可能です。 

■ 所在地 ：Laem Chabang Industrial Estate, I-EA-T, Free Zone 1 
 92/9 Moo 2, Thungsukhla, Sriracha, Chonburi, Thailand 

環境の主な取り組み 

 工場内照明の効率化（LED 化）による使用エネルギーの削

減やフロン漏えい防止対策などを通じて、温室効果ガス排出

量の削減に取り組んでいます。また、社員ボランティアによ

る社会貢献活動も推進しており、海岸干潟のマングローブを

再生する植林活動や、パタヤ海岸や寺院などの清掃活動を行

っています。 

富士通将軍 (上海) 有限公司 

企業概要 
 富士通将軍 (上海) 有限公司は 1996年に操業を開始しまし

た。現在は主にルームエアコン（年産約 150 万セット）を生

産しています。2013年にはエアコン製品設計を担うテクニカ

ルセンターを増強し、設計から製造まで一貫した管理のもと、

「品質第一、お客様第一」をモットーとして、高品質・高性能

のエアコンで社会への貢献をめざします。 

■ 所在地 ：中華人民共和国上海市嘉定区回城南路 1720 号 
 環境の主な取り組み 

 製品に使用する冷媒について、環境負荷の少ないフロンへの

転換を進めています。また、製造工程におけるフロン漏えい防

止対策も強化しています。 

 省エネルギーでは、工場内照明の効率化（LED 化）や空調設

備の見直しなどに取り組んでいます。 

富士通将軍中央空調 (無錫) 有限公司 

企業概要 
 富士通将軍中央空調 (無錫) 有限公司は 2006 年に設立、

2008 年に竣工した最新鋭の工場で、VRFの研究開発、生産、

販売、設置およびメンテナンスを事業としています。高度な技

術と経験並びに品質管理で、優れた製品により快適さを提供す

るとともに、地球環境を保全していきます。 

■ 所在地 ：中華人民共和国江蘇省無錫市新呉区漓江路 10 号 
 

環境の主な取り組み 

 省エネルギーや省資源とともにフロン漏えい対策を強化し

ています。また、より環境負荷の少ない R-32 冷媒機種の生

産・販売拡大を図るとともに、製造工程による冷媒回収を徹

底し、温室効果ガスの抑制に努めています。 

生産グループ会社 
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事業概要 
エアコン用のモーター生産を目的に、

FUJITSU GENERAL (THAILAND) CO., 
LTD. の近隣に 1998 年に設立しました。 
■ 所在地：Laem Chabang Industrial 

Estate, I-EA-T, Free Zone 2 
212 Moo 3, Thungsukhla, 
Sriracha, Chonburi, Thailand 

FGA (THAILAND) CO., LTD. 

主な非生産グループ会社 
株式会社富士通ゼネラル 

情報システム 
株式会社富士通ゼネラル 
イーエムシー研究所

株式会社富士エコサイクル 

事業概要 
富士通グループのリソースを活かした

ソリューションサービスを提供していま
す。特に、JA 選果場、オフィス、店舗、
工場などで「省力化と快適な環境づくり」
をめざしたご提案を行っています。 
■ ソフトウェア開発、事務及び OA 機器の販

売サービス請負、電話 デジタル通信など
電気通信サービス契約取扱代行 

■ 所在地：東京都港区芝浦 2 丁目 3 番 31
号 第 2 高取ビル 6F 

事業概要 
各種規格適合試験および申請、各種ノ

イズに関する支援やコンサルティングな
ど、最新の設備と豊かな経験でお客様の要
望に応えています。また、出張による測
定・試験サービスも実施しています。 
■ 所在地：神奈川県川崎市高津区末長 

3 丁目 3 番 17 号 

事業概要 
家電メーカー5 社ならびに株式会社エ

ンビプロ・ホールディングス（リサイクル
企業）との合弁により、2000 年に設立し
ました。使用済み家電製品を家電メーカー
各社から受託し処理を行っています。 
■ 所在地：静岡県浜松市北区細江町中川 

1930 番地 4 

販売グループ会社（海外） 

FUJITSU GENERAL AMERICA, INC. 

FUJITSU GENERAL DO BRASIL LTDA. 

FUJITSU GENERAL (U.K.) CO., LTD. 

FUJITSU GENERAL AIR 
CONDITIONING (UK) 
LIMITED 

FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH 

FUJITSU GENERAL (MIDDLE EAST) FZE 

FUJITSU GENERAL (AUST.) PTY LTD. 

FUJITSU GENERAL (ASIA) PTE. LTD. 

富士通将軍東方国際商貿 (上海) 有限公司 

事業概要 
 2003 年に、江蘇小天鵝集団有限公司と
の合弁で設立しました。生産品目は、ブラ
シレス DC モーター、AC インバーターモ
ーター、および関連電子部品で、年間 500
万台の生産能力を有します。 
■ 所在地：中華人民共和国江蘇省靖江市開発

区江州路 8 号 

FUJITSU GENERAL (TAIWAN) CO., LTD. 

FUJITSU GENERAL NEW ZEALAND LTD. 

 事業概要 
 1999 年に、エアコンの研究と開発を 
行う会社として設立しました。2016 年 
にはエアコンの開発施設としてタイ国内 
で最大級となる R&D センター（延床面 
積約 10,000 ㎡）が完成し、11 月より本 
格稼働を開始しています。 

■ 所在地：Laem Chabang Industrial Estate, 
I-EA-T, Free Zone 1 92/9 Moo 2, 
Thungsukhla, Sriracha, Chonburi, 
Thailand

FUJITSU GENERAL ENGINEERING 
(THAILAND) CO., LTD. 江蘇富天江電子電器有限公司 
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