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What’s KYOCERA？
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京セラの経営理念

BORN IN １９５９

全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、
To provide opportunities for the material and intellectual growth of all our employees,

人類、社会の進歩発展に貢献すること。
and through our joint efforts, contribute to the advancement of society and humankind.
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人工的に精製・合成された高純度な原料を使用し、

厳格に管理された成形、超高温の焼成などのプロセスから

生み出される優れた材料特性をもつ陶磁器の一種。

機械的特性 熱的特性 電気的特性 化学的特性

✓ 硬度

✓ 剛性

✓ 靭性 など

✓ 耐熱性

✓ 熱膨張

✓ 熱伝導率 など

✓ 絶縁性

✓ 導電性

✓ 誘電性 など

✓ 耐薬品性

✓ 生体適合性 など

京セラの強み

独自のファインセラミック技術
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スマートフォン

イメージセンサ用
パッケージ

電子部品用
パッケージ

自動車光通信機器

光通信用
パッケージ

京セラの強み

世界に誇るトップシェアの製品

世界シェア

No.１※

（※セラミックパッケージの主要４市場（S M D ( S A W /水晶 ) 、イメージセンサ、車載 L E D 、光通信）で約７０％（2 0 2 2年京セラ調べ） ）

ヘッドランプ
LED用パッケージ
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①コアコンポーネント

半導体製造装置用部品 車載用カメラモジュール

セラミックパッケージ 有機多層基板

人工股関節 セラミックキッチン用品

太陽光発電システム

機械工具

コンデンサ

インクジェットプリントヘッド

スマートフォン

③ソリューション

複合機・プリンタ

②電子部品

水晶デバイス SAWデバイス

ディスプレイ

20２２年3月期 連結売上高

1兆８３８９億円

京セラの強み

①28.7％

②１８.４％

③５３.５％

多角的な事業展開
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全世界で働く従業員数(2022年時点)

約８３,０００人

海外グループ会社数（２０２2年時点）

約３００社

事業展開国数（２０２１年時点）

４６か国
20２２年3月期 海外売上比率

約６７％

京セラの強み

グローバル展開



２０００
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京セラの歩み

１９７０ １９８０ １９９０ ２０１０ ２０２0１９60

セラミックパッケージ

切削工具

SAWデバイスコンデンサ コネクタ

セラミック
グロープラグ

携帯電話

有機パッケージ

カメラモジュール

住宅用太陽光
発電システム

インクジェット
プリントヘッド

メガソーラー

積層型ピエゾ素子

CT用部品

SOFC
セルスタック

スマートフォン

空圧・電動工具

HEMS

リチウムイオン
蓄電システム

IoTユニットパワーデバイス

セラフィック 細胞分離デバイス

U字ケルシマ

１９５９年

デンタル
インプラント 人工股関節

宝飾品 サーマル
プリントヘッド

セラミック
キッチン用品

技術の水平展開 事業の多角化 グローバル市場による事業拡大
付加価値の創造

新たな事業モデルの構築

プリンター・複合機

水晶デバイス



▲リチウムイオン電池の
端子部（電池蓋）
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▼リチウムイオン電池

小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」にファインセラミック部品が搭載

宇宙×京セラ

強度・耐食性・耐熱性・絶縁性に優れたファインセラミック部品と
メタライズ技術で宇宙開発に貢献

京セラの挑戦



アパレル×京セラ
世界最高速※の印刷技術でファストファッションを支える

▲インクジェットプリントヘッド

有版印刷のインクの消費量が少なく、
環境にやさしい印刷技術でサスティナブルな社会の実現に貢献

世界シェア

No.1※

京セラの挑戦

（※産業用として（2 0２２年京セラ調べ）） 10



▲路側機 Smart RSU
（Smart V2I RoadSide Unit）

車のセンサで捉えられない死角をインフラセンサと
無線路側機の通信を用いてより高精度な自動運転を実現

京セラの挑戦

すべての人が「安心・安全な交通社会」の実現に向けて

インフラ×京セラ
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ヘルスケア×京セラ
世界初※の技術で健康社会の実現に貢献

◀「Aquala®」」

「AG-PROTEX®」

「BIOCERAM AZUL®」

・ 細胞膜と同じ分子構造を持つ「MPCポリマー」を使用
・ 耐用年数大幅延長が期待（約20年→約80年！）

京セラの挑戦

12（※202２年京セラ調べ） ）



What’s NEXT？
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私たちが次にやりたいことは

人から“決してできない”と

言われたものだ。
What we like to do next is

what people tell us we can never do.

京セラの原点

（創業者 稲盛和夫）



京セラがすべきこと

社会課題の解決 新たな価値の創出

京セラの未来
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ニーズの多様化社会課題の深刻化

- 少子高齢化 - 労働者不足

- 都市部集中 - 環境問題

- 個人要求の更なる追求

- サービスのパーソナライズ化



京セラの未来 -SDGsとの関連
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京セラの未来 – 情報通信

17Smart education 遠隔診療 工場IoT

コト事業を生み出す基盤

ローカル5G

IoT システム× ＝ 高度な情報通信社会



京セラの未来 – 情報通信
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IoT 部品× ＝ 高度な情報通信社会

セラミックパッケージ



京セラの未来 – 環境
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IoT 潮流発電 海の見える化× ＝

センサーによる海洋状況の把握を目的としたシステム
潮流発電システムで海のさまざまなデータを持続的に見える化

スマートブイ



京セラの未来 – エネルギー
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エネルギー
マネジメントシステム

再エネの
地産地消× ＝

持続可能な
脱炭素社会

再生可能エネルギーを活用し、エネルギーの地産地消を可能にする

地域マイクログリッド
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鹿児島川内工場について



●工場 ：１５
●本 社・営業所：２０
●事業所・研究所：１５

鹿児島隼人工場

長野岡谷工場

滋賀野洲工場

滋賀蒲生工場 滋賀八日市工場

鹿児島国分工場

京都本社

福島郡山工場

川崎工場

富山入善工場

京都綾部工場

鹿児島川内工場

神奈川秦野工場

山形東根工場

東京青梅工場

ホテル京セラ

滋賀八日市工場

滋賀蒲生工場

北海道北見工場

京セラの国内主要拠点



沿革

社 員 : 3,231名
パートタイマー : 1,131名

合 計 : 4,362名

従業員数(2022年4月1日現在)

74%

26%

社員

パートタイマー

事業内容 建屋変遷

1969年（昭和44年） 鹿児島工場にて、7月操業　セラミック事業部生産開始 1工場竣工

1969年（昭和44年） 半導体部品事業部生産開始 2/3/7/8/工場竣工

1970年（昭和45年） 精密部品事業部生産開始 9工場竣工

1972年（昭和47年） 機械工具事業部生産開始 4/5/6/10工場竣工

1982年（昭和57年） 社名を京都セラミック株式会社から、京セラ株式会社に変更 11/12/14/15/16/17工場竣工

1990年（平成　2年） 第2ブロック操業開始 13/18/21工場竣工

1999年（平成11年） 有機材料部品事業部生産開始 22工場竣工

2004年（平成16年）
有機材料部門を
京セラSLCテクノロジー株式会社に移管

2014年（平成26年）
京セラSLCテクノロジー株式会社を
京セラサーキットソリューションズ株式会社に移管

19工場竣工

2016年（平成28年）
京セラサーキットソリューションズ株式会社を
京セラ株式会社に統合

2019年（令和　1年） 20工場竣

川内工場の沿革と従業員数



生産金額の実績推移(1970年4月期から2022年3月期まで)



敷地面積 128,478㎡

工場建物延床面積 182,638㎡

工場建屋数 20棟

寮設備 6棟

社内食堂 2か所

第1ブロック

敷地面積 81,479㎡

工場建物延床面積 47,011㎡

工場建屋数 2棟

寮設備 1か所

第2ブロック

第1ブロックエリア

第2ブロックエリア

川内工場配置図



暮らしの中で役立つ京セラ製品



□で囲まれているものが、川内工場で作られた製品になります。5

暮らしの中で役立つ京セラ製品



ファインセラミック部品

高純度に精製・合成された原料を用い、高度に制御された環境において高温で焼き上げること
により生まれるファインセラミックス。テレビのブラウン管に使用されるU字ケルシマ管から始
まりその後、電気機器・デバイス用部品に代表される電子工業用部品や産業用機械部品、情報
機器関連部品、装飾部品とセラミックスのもつ特性を活かし、その用途を拡げてきました。近年
では薄肉で複雑形状の製作も可能とする独自製法の確立により、放熱構造部品など高冷却効
率 、省エネルギー面での新たな市場展開も図っております。

電子工業用部品 産業用機械部品

情報機器関連部品 放熱構造部品 装飾部品

川内工場 製品紹介



半導体用セラミックパッケージ

多機能化、高性能化を続ける携帯電話、デジタル家電、情報機器、または自動車のエレクトロニクス
化、学術研究の情報処理分野で、セラミックパッケージはICの発展に合わせて進化してきました。技
術展開のキーポイントは多層セラミック技術といわれ、複数層のセラミックシートを積層することに
より小型化、多ピン化、受動備品を内蔵することによる多機能化を実現しています。
また、近年では水晶デバイスなどの電子部品用として、超小型化・中空封止構造が求められる為、壁
厚を薄型化する高強度材料の開発、強度計算シミュレーション技術を駆使して開発を進めています。

セラミック多層パッケージ 電子デバイス用表面実装
セラミックパッケージ

イメージセンサ用
セラミックパッケージ

CTスキャン PD用 実装用
セラミックパッケージ

光源レーザ用
セラミックパッケージ 超小型ＳＭＤパッケージ(1.0×0.8mm)

川内工場 製品紹介



半導体用有機パッケージ

IoTの進展に伴う5Gネットワークの拡張、車載コンピューティング化に対して、ICチップの微細化、
大型化が進み、そして高品質化が求められています。
有機パッケージはそのICチップの搭載基板として、最先端の微細化、多積層技術、そして高信頼
性を追求した設計技術と品質管理技術にて、多くの製品を市場提供しています。

情報通信市場向け
有機多層パッケージ

車載ADAS市場向け
有機多層パッケージ

ADAS ：
Advanced Driver Assistance System
先進運転支援システム
自動ブレーキ、衝突防止センサーなど
に関連する部品を示しております。

川内工場 製品紹介



機械工具

機械工具は、切削工具事業から空圧工具・電動工具事業まで、総合機械工具メーカーとして幅広い市
場に対応しており、川内工場は、グローバルに展開する切削工具事業のマザープラントとして、『切削
工具』『工業用ナイフ/耐熱・耐摩耗部品』の開発・製造をおこなっています。
耐摩耗性に優れる素材 ファインセラミックス、超硬合金、サーメットなどの材料開発とコーティング技
術から生まれた独自の切削工具は、自動車産業、建設機械、造船業、航空機産業の金属加工の現場で
重切削から精密加工まで、さまざまなプロセスで生産性向上に貢献しています。

MFSN88

工業用精密ナイフ

CVDコーティング サーメット MEV

PVDコーティング DLCコーティング 3AFK DRA

回転工具

ソリッドエンドミル モジュラードリル

■切削工具

川内工場 製品紹介



セラミック応用商品

ファインセラミックスは私たちの生活を楽しく快適にする生活用品のアイテムにも活か
されています。耐摩耗性、耐食性に優れてるジルコニアセラミックスを刃に使用し、錆び
ず、切れ味が持続するキッチンナイフシリーズは軽くて使い易く、除菌漂白もできる為、
清潔なイメージと好評を得ています。包丁としての強度と破壊靭性を兼ね備えた材料
の開発、シミュレーション技術を活用して、欠け難い形状をデザインしています。

川内工場 製品紹介



①ファインセラミック

製造工程プロセス



②セラミック多層パッケージ製造工程

製造工程プロセス



■地域清掃

組合行事で使用する唐浜海岸や

工場周辺の清掃を実施しております。

■京セラ森づくり活動

生物多様性の確保を目的に
社有林の整備を実施しております。

■グリーンカーテン

6月～9月の環境推進月間に合わせて工場内で
グリーンカーテンを育てております

環境保護活動



第１ブロック

第２ブロック

■太陽光発電

当工場では、太陽光発電システムの導入を積極的に実施しております。
工場トータルでは、計6,534枚のソーラーパネルを設置しており、約1.5MWの発電
を行っています。年間発電量145万kwh/年の電力を生み出しています。

環境保護活動



2007年より、社員が講師となり、地球環境問題や太陽電池などの授業を実施しております。(※コロ
ナ禍の為2020～2021年未実施)

2019年度までの累計実績
授業数：411授業 人数：12,231人

■環境出前授業

■夏まつり

京セラ夏まつりは、毎年8月に開催しております。ステージショーでは地域の小学生や高校生が練習
の成果を披露され、地域の皆さまに楽しんで頂き、大変盛り上がった催しとなっております。
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地域貢献活動



■CSR報告

京セラグループでは、人間として何が正しいかを判断基準とする「京セラフィロソフィ」をベースに経営
を行っており、ＣＳＲ活動の根幹となっています。この「京セラフィロソフィ」の実践を通して、ＣＳＲ課題
の解決に取り組み、ステークホルダーとの相互信頼の構築、京セラグループの接続的な発展をはかる
とともに、社会の健全な発展に貢献していきたいと考えています。

川内工場の経済･社会･環境の取り組み内容の報告
及び製造工程など見学の様子

地域貢献活動



京セラグループは、事業活動にあたり、経営理念を基本とした環境安全に関する総合的な取り組みを推進するため、製
品のライフサイクルを通した環境負荷の低減、バリューチェーン全体での温室効果ガス排出量の抑制など、環境と安全
衛生の方針を統合した「京セラグループ環境安全方針」を制定しています。

⚫ 環境安全に関する法令、当社の同意した事項および自主基準などを遵守します。
⚫ 地球環境の改善に貢献する商品や、製品のライフサイクルを通して環境負荷を低 減した商品の研究・
開発および普及・拡大をはかります。

⚫ バリューチェーン全体で温室効果ガス排出量を抑制し、地球温暖化防止に貢献します。
⚫ 環境負荷の少ない材料等の調達、新規資源投入量や廃棄物排出量の最小化に努め、持続可能な資源
の利用をはかります。

⚫ 自然環境への負荷を極小化し、守り育てることにより、生物多様性保全を促進します。
⚫ 様々なステークホルダーとコミュニケーションをはかると共に、社会貢献活動への参画、支援を行いま
す。

⚫ 事故災害の無い安全で安心して働ける職場の実現に向けて、事業活動に関わる全ての人が、全員参加
で活動を行う企業風土をつくります。

⚫ リスクアセスメントを実施し、危険源の除去等によりリスクを低減することで、事故災害の防止をはか
ります。

⚫ 心身の健康増進をはかり、従業員が健康で働きがいを感じ、能力を最大限発揮できる労働環境をつく
ります。

CDPによる気候変動調査において
最高評価の「気候変動Aリスト」に初選定

気候関連財務情報開示
タスクフォース
（TCFD）の提言に賛同

CDP「サプライヤー・
エンゲージメント・リーダー・ボード」に2年
連続で選定

温室効果ガス削減目標が
「SBT（Science Based Targets）」の
認定を取得

京セラグループ環境安全方針



新田神社は、神亀山(高さ７０ｍ)の山頂にあり、ニニギノミコトをまつる神社で
す。かつて、薩摩国一の宮として呼ばれた風格を今でも残しています。６月の
御田植祭で奉納される棒踊り、奴踊りは県の無形民俗文化財に指定されてい
ます。
また、隣接している可愛山陵は、神代三山陵の一つにあげられ明治７年７月に
ニニギノミコトの墳墓と指定され宮内庁直轄で管理されています。

■新田神社

■甑島
甑島は、薩摩川内市の川内川河口から西方約２６ｋｍの東シナ海上に位置して
おります。豪壮な海食崖、特異な湖沼群、鹿の子百合の原生地，緑豊かな常緑
広葉樹原生林と、他では見られない自然景観に恵まれています。キビナゴ漁を
中心とした漁業の盛んな島で、新鮮な魚介類も豊富です。串木野新港からフェ
リーで７０分，高速船だと５０分で行くことができます。ボードセーリングやシー
カヤック、スキューバーダイビングなどマリンスポーツに最適な島です。

藺牟田池（いむたいけ）は、鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田にある直径約１ｋ
ｍの火山湖です。
１９２１年３月３日に「藺牟田池の泥炭形成植物群落」の名称で国の天然記念物に
指定され２００５年１１月８日付でラムサール条約指定湿地に登録されました。

■藺牟田池

薩摩川内市紹介



■川内大綱引

鹿児島県の無形民俗文化財指定。 長さ３６５ｍ、直径４０ｃｍ、重さ７ｔの綱
を引き合う川内大綱引。
川内大綱引は毎年９月に国道３号向田側で開催されます

■川内川花火大会

九州でも指折りの川内川花火大会は、毎年８月に行われ、約１万発
の打ち上げ花火と川内川に架かる長さ１ｋｍのナイヤガラは、
川面に映えて、約８万人の人手で賑わいます。

薩摩川内市紹介
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京セラのルーツ



京セラフィロソフィ
Why 何を大切にして行動するか？

「人間として何が正しいか」を
根底とした経営哲学

アメーバ経営
How 具体的にどうやってやるか？

会社を小集団に分け、それぞれ
独立採算で運営する経営システム

京セラのルーツ



考え方

人生

仕事

リーダー

経営

チャレンジ

「人間として何が正しいのか」
「人間は何のために生きるのか」

人生方程式
人生・仕事の結果＝考え方×熱意×能力

自分が燃える一番よい方法は、
仕事を好きになること

「人間にとって普遍的に正しいことは何か」
を判断基準にする

心をベースとして経営する

｢思い｣は必ず実現する

京セラフィロソフィ



全社員が達成感を持つ
①アメーバ単位で計画・目標を共有
②会社方針や目標をもとに年度計画を立てる
③月次予定を立て、実績管理を行う

マーケットに直結した部門別採算制度の確立

市場の動きに即座に対応

小さな組織「アメーバ」に分けて運営

経営者意識を持つ人材の育成

全員参加経営の実現

小集団でのリーダー経験
アメーバ毎に、アメーバリーダーを立て、
経営を任せることで、経営者意識を持った人材を育成

アメーバ経営
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福利厚生など



≪年間休日≫
１２４日（原則、土日祝）
年末年始・ＧＷ・夏季に長期連休を設定
≪有給休暇取得促進≫ 年間２０日付与
・５日連続有給休暇（土日含め９連休も！）
・多目的休暇（年間５日）で計画的に取得！
・半日/時間単位で有給休暇が取得可能
⇒未取得分は積み立て出来る！

≪寮費≫
月4,000円 （水光熱費は別途必要）

≪入寮期間≫
入社から５年間 ｏｒ 27歳まで入寮可

≪設置・貸与備品≫
ｴｱｺﾝ・洗濯機・ﾍﾞｯﾄ/ﾏｯﾄﾚｽ・机・椅子・ｶｰﾃﾝ

など

≪育児休職≫
子供の1歳の誕生日の前日まで。 事情に応じて2歳に達するまで延長可
★男性の育児休職取得者 増えてます！！

≪短時間・時差勤務≫
最大２時間/日短縮 または １．５時間の時間変更が可能

仕事と育児・介護の両立

生活面のサポートをより休暇を取得しやすく

育児・介護をしながら働き続ける環境を

独身寮休日／休暇

福利厚生

その他の
福利厚生も

充実！！



福利厚生



キャリア形成に向けた取り組み
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社内公募制度 チャレンジシステム ベンチャー企業への

出向

自らの意思で仕事
を経験できる機会

を提供

チャレンジを促進し、
ありたい姿を

後押し

新たな価値を生み
出す人材育成

キャリアを自ら切り拓いていく！

充実の

研修メニュー

数多くの専門技術/
マネジメントスキル
研修を選んで受講


