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https://www.fujiclean.co.jp/

■社　　　名：フジクリーン工業株式会社

■本社所在地：名古屋市千種区今池四丁目１番４号
　　　　　　　TEL. 052-733-0325

■創業・設立：1961 年 2 月 16 日

■資　本　金：3 億円

■売　上　高：180 億円

■従 業 員 数：500 人

■代表取締役社長：後 藤 雅 司

■事 業 内 容：浄化槽・産業廃水処理ユニット・ブロワの製造販売、
　　　　　　　設計・施工・メンテナンス

［動画］［ウェブサイト］

CORPORATE PROFILE



美しい水を守る

人が使い汚した水をその場できれいにし自然に還す―

フジクリーンは 1961 年の創業以来、有用微生物の持つ力を最大限に活用し、

新しい技術や製品をうみだしてきました。

浄化槽業界のリーディングカンパニー

Corporate vision

〈企業理念〉

［動画］
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Research and development & Quality Control

美しい水環境のための、妥協のない製品づくり

水を知り、水処理を極める

フジクリーンの製品は、先進的な開発技術や高度な製造ラインにおいて製造されています。
また安心して長くお使いいただくために、長期に渡る稼働試験を実施し、
そこから得た知見をフィードバックし、製品の完成度を高めることを追求しています。

フジクリーンは、浄化槽や排水処理システムの一貫した体制を持つ、
浄化槽のリーディングカンパニーです。
高品質、高性能な製品で、社会のニーズやお客様のご要望にお応えします。

研 究 開 発 設 計 製 造 施 工
維 持
管 理

水環境研究所では、微生物の働き
や汚水の性状など要素技術研究に
取り組んでいます。長年の研究に
より蓄積された知見やデータは、
製品づくりに活かされています。

研　究

汚水処理関連の博士号を持つ有資
格者を揃え、ニーズの把握から汚水
の分析、処理方法の選定を行います。
性能や信頼性を評価する様々な試
験を行い、社会が求める製品を実
現します。

開　発

製造工程ごとに試験・検査を行い、
品質管理に努めています。

製　造

省エネ化や高度処理化はもちろん、
施工時の利便性を考慮したコンパ
クトな設計やメンテナンス性の高い
設計など、条件に応じた最適な装置
を設計します。

設　計
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GlobalMaintenance

美しい水環境を　いつでも、いつまでも
浄化槽が常に安定した性能を発揮するためには、メンテナンスの実施が不可欠です。
フジクリーンでは維持管理ネットワークを構築し、全国の保守点検会社の方へ
最新のメンテナンス情報の発信に努めています。

フジクリーンの技術を、世界へ
フジクリーンは日本の水環境問題を見据え、社会が求める浄化槽の普及に努めてきました。
世界に目を向けると水環境における課題を抱える国や地域がたくさんあり、
日本の水処理技術に対する期待・評価が高まっています。

41-2 Greenwood Road Brunswick, 
Maine 04011 U.S.A.

2/176 Siganto Drive, 
Helensvale Queensland 4212

海外拠点

〈海外展開〉

［動画］

製品納入後の追跡調査を行い、
様々な使用環境からの知見を得て、
メンテナンスの手法を検討してい
ます。

性能へのこだわり

国内唯一の浄化槽・ブロワメーカー
として保守点検会社の方と維持管
理のネットワークを構築。
メンテナンス情報の提供や講習会・
情報交換会を全国で実施してい
ます。

維持管理ネットワーク

申請や設計・施工に必要な書類や
データ、維持管理ツールなどを
ウェブサイトで公開。
メンテナンスの手法をまとめた
動画の配信もしています。

オンラインサポート

浄化槽は機種によって、構造やメン
テナンスの手法に違いがあります。
講習会ではそれぞれの性能に応じ
たメンテナンスのポイントをお伝
えしています。

講習会

Am Dobben 4, 
26639 Wiesmoor, Germany

現地の排水処理要求に合わせて、
浄化槽のローカライズを行い、
最適な排水処理設備を提供しています。

浄化槽の仕組みや製造、施工、
メンテナンスに関しての研修を
行ない人材の育成に努めています。

ローカライズ 人材育成
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