
世界中で実施するケルヒャーの
クリーニング・プロジェクト。
豊富な経験と実績で、世界を、歴史を、
未来をクリーンにしています。
　1985年にスタートした、世界的建造物の再生・洗浄作業を行う「クリーニング・プロジェクト」。これまで、ニューヨークの「自由の女
神」、リオデジャネイロの「キリスト像」、広島の「原爆の子の像」等、世界各国にある歴史的建造物や彫像の洗浄・再生を手掛けてきまし
た。社会貢献に大きく寄与することにより信用の高さを実証しています。

日本橋クリーニングプロジェクト

　2011年、架橋100周年を迎える「日本橋」を記念して、ケルヒャー
ジャパン株式会社と、名橋「日本橋」保存会は、国の重要文化財である
「日本橋」を洗浄・再生する「日本橋クリーニングプロジェクト」を、 
2010年11月1日から約6週間を掛けて実施しました。
　これは、現在の石造二連アーチ橋の日本橋が架橋100周年を迎える
にあたり、長年に渡って付着した汚れを洗浄し当時の風合いを取り戻し
て、元気な日本橋に再生することを目的としました。
　実績のある修復家2名と日本法人のスタッフによるプロジェクトチーム
を編成し、入念に事前テストを行った結果、温水による高圧洗浄と、
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ニューヨーク（アメリカ）

キリスト像／1990
リオデジャネイロ（ブラジル）

ブランデンブルグ門／1990
ベルリン（ドイツ）

サン・ピエトロ広場／1998
ヴァチカン（ヴァチカン市国）

平和記念公園／2000
広島（日本）
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ルクソール（エジプト）

ロンドン・アイ／2013
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パウダー洗浄（無害の炭酸カルシウムなどを使用）が最適と判断し
ました。この方法を使い、洗浄剤や化学薬品等を一切使用せずに百年
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ケルヒャー製品は、世界中で販売されています。
現地法人は現在60社を数えます。
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イレーネ ケルヒャー ビルディング

Tel 022-344-3140

Fax 022-344-3141

代表取締役社長　佐藤 八郎

4億9,200万円

12月

320名

ケルヒャー ベタイリグングス GmbH 100％出資

家庭用及び業務用のトータル清掃・洗浄システム販売
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鹿児島
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087-864-5801
092-934-2811
099-284-9393
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Tel
Tel

会社概要 営業拠点

世界中で、長きにわたり愛用されている世界のブランド“ケルヒャー”。
業務用清掃機器で磨いてきた技術、ノウハウは、家庭用製品にもフィードバックされています。

ご挨拶
　ケルヒャー ジャパンは、最大手の清掃機器メーカーであるドイツ・ケルヒャー社の18番

目の現地法人として1988年に設立されました。いまでは日本全国に16拠点を開設、販

売・サービスネットワークを構築・拡充しております。

　1994年には、最新鋭設備を誇る本社ビルと工場を宮城県仙台市郊外に完成させ、出

荷・品質点検を一括管理し、家庭用製品修理センターも設けました。業務用搭乗式製品向

けには定期点検を行うケルヒャー・ケア、家庭用高圧洗浄機の静音タイプには、メーカー保

証を3年にするなど、充実したアフターセールスを提供しています。

　いま、私たちは戦略2020年に向けた中期戦略の中でカスタマーセントリック（お客様

中心）のNo.1メーカーを目指し、いかにロイヤルカスタマーを増やすかに重点をおいてい

ます。そのために、サプライチェーンとサービスの向上に日々取り組んでおります。

　各業種に特化した営業体制により、潜在ニーズを引き出し、様々なシーンに最適な清掃

ノウハウをご提案することで、高圧洗浄機をはじめ、クリーナー、床洗浄機、スイーパーな

ど全製品グループを拡充し、家庭用では店舗営業や地域営業に力を入れています。

　今年は、おかげさまでドイツ本社が創立80周年を迎えました。

　「Enter the next level（新たなステージへ）」をモットーに、ケルヒャーブランドのイ

メージと認知をさらに高めていきます。そのために、清掃機器専業メーカーとしてお客様

のニーズに合った製品とサービスを提供するとともに、お客様満足度の向上を目指してま

いります。

　アルフレッド・ケルヒャーは1901年3月にドイツ

のバート・カンシュタットで生まれました。好奇心

旺盛で発明好きなアルフレッドは、23歳で公認

技術者としての資格をシュトゥットガルト技術大

学で取得し、父親の会社の代理店に勤務します。

　その後数年間で、代理店を技術コンサルティ

ング会社へと成長させます。1935年には自分の

事業を立ち上げ、ドイツの大手航空会社ルフトハ

ンザ社から航空機のエンジンを暖める暖気用

ヒーターの開発を依頼されます。わずか2年の間

に全く新しいガソリン燃焼式温風送風機を開発

し、量産体制を確立しました。これがケルヒャー

社の前身となります。

　戦後は、砲弾の殻を使った丸型鉄製ストーブや台所用レンジ、手押し車、さら

には「移動式のミツバチの巣箱」など幅広く事業を展開しました。また、後にフォ

ルクスワーゲン販売会社を設立するエルンスト・ハーン氏と共に、車両運搬用

のトレーラーの製造も手掛けました。さらに1950年には、ヨーロッパで最初の

高温高圧洗浄機の開発にも成功し、

特許を取得しました。当時としては革

新的な製品のため、すぐに普及するこ

とはありませんでしたが、この出来事

がケルヒャーの高圧洗浄機の原点で

あり、国際的な企業に発展するための

礎となりました。

　創業者のアルフレッドは、1959年9月に58歳の

若さで心臓発作で急逝。会社経営は妻のイレー

ネが引き継ぎました。イレーネは優れた経営手腕

で多角化戦略を推し進め、企業規模を拡大してい

きました。しかし、1974年頃の戦後最大の不況時

に、事業を選択し経営資源を集中する必要性に迫

られました。その時に選んだのが高圧洗浄機です。

業務用高温高圧洗浄機は、ケルヒャーがヨーロッ

パではじめて開発した製品であり、一番強い分野

でお客様のニーズに応えたサービスを提供する

という戦略をとりました。それに合わせ、コーポ

レートカラーも青色から、キレイでフレッシュそし

て目立つイエローに一新しました。

　1984年、世界初の家庭用ポータブ

ル高圧洗浄機「HD 555 profi」で家庭

用市場に参入しました。業務用をベー

スに開発したもので、キャッチフレー

ズは『プロのようにきれいにします』。

初年度3,600台の販売台数が、翌年

には30,000台に達し、家庭用製品市

場での地位を確立しました。現在では

1,000万台以上を販売し、世界のマー

ケットリーダーとなっております。

1971年早稲田大学商学部卒業、
住友スリーエム入社。
大手外資系企業 副社長を経て
1995年10月 ケルヒャー ジャパン
代表取締役社長に就任。

ケルヒャー ジャパン株式会社
代表取締役社長

佐藤　八郎

1935 1950 1974 1984 2015
選択と集中、清掃機器専業メーカー高温高圧洗浄機の開発成功創業 世界初の家庭用高圧洗浄機 現在の主力製品

　業務用及び特殊な清掃機器システム、設置型
洗浄設備、車両洗浄機、タンク洗浄機、水処理シ
ステムなど

　高圧洗浄機、手押し式スイーパー、バキュー
ムクリーナー、スチームクリーナー、各種ク
リーナー(ペット専用クリーナー、窓用バキュー
ムクリーナー)など。

　高圧洗浄機、各種クリーナー、床洗浄機、ス
イーパー、シティクリーナー、インダストリアル
関連など。

業務用清掃機器

家庭用清掃機器

設置型・大型清掃機器

3,000機種もの清掃機器を有します。

インダストリアル ビルメンテナンス公共施設 一般家庭（窓用バキュームクリーナー）一般家庭（スチームクリーナー）一般家庭（高圧洗浄機）ホテル

各種クリーナー 床洗浄機 スイーパー シティクリーナー インダストリアル高圧洗浄機 高圧洗浄機 手押し式スイーパー バキュームクリーナー スチームクリーナー その他各種クリーナー

福岡 東京
宇都宮

札幌

北陸（金沢）

鹿児島

横浜

道東（帯広）

仙台（本社）
福島

新潟

名古屋
大阪

四国（高松）
広島

北東北（盛岡）

業務用清掃機器 家庭用清掃機器

効率化、経費節減、環境配慮。あらゆる業種にケルヒャーの清掃機器。
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効率化、経費節減、環境配慮。あらゆる業種にケルヒャーの清掃機器。
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ル高圧洗浄機「HD 555 profi」で家庭

用市場に参入しました。業務用をベー
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1971年早稲田大学商学部卒業、
住友スリーエム入社。
大手外資系企業 副社長を経て
1995年10月 ケルヒャー ジャパン
代表取締役社長に就任。

ケルヒャー ジャパン株式会社
代表取締役社長
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世界中で実施するケルヒャーの
クリーニング・プロジェクト。
豊富な経験と実績で、世界を、歴史を、
未来をクリーンにしています。
　1985年にスタートした、世界的建造物の再生・洗浄作業を行う「クリーニング・プロジェクト」。これまで、ニューヨークの「自由の女
神」、リオデジャネイロの「キリスト像」、広島の「原爆の子の像」等、世界各国にある歴史的建造物や彫像の洗浄・再生を手掛けてきまし
た。社会貢献に大きく寄与することにより信用の高さを実証しています。

日本橋クリーニングプロジェクト

　2011年、架橋100周年を迎える「日本橋」を記念して、ケルヒャー
ジャパン株式会社と、名橋「日本橋」保存会は、国の重要文化財である
「日本橋」を洗浄・再生する「日本橋クリーニングプロジェクト」を、 
2010年11月1日から約6週間を掛けて実施しました。
　これは、現在の石造二連アーチ橋の日本橋が架橋100周年を迎える
にあたり、長年に渡って付着した汚れを洗浄し当時の風合いを取り戻し
て、元気な日本橋に再生することを目的としました。
　実績のある修復家2名と日本法人のスタッフによるプロジェクトチーム
を編成し、入念に事前テストを行った結果、温水による高圧洗浄と、

自由の女神／1985
ニューヨーク（アメリカ）

キリスト像／1990
リオデジャネイロ（ブラジル）

ブランデンブルグ門／1990
ベルリン（ドイツ）

サン・ピエトロ広場／1998
ヴァチカン（ヴァチカン市国）

平和記念公園／2000
広島（日本）

メムノンの巨像／2002
ルクソール（エジプト）

ロンドン・アイ／2013
ロンドン（イギリス）

マウントラッシュモア
（大統領巨大彫像）／2005
サウスダコタ州（アメリカ）

スペースニードル／2008
シアトル（アメリカ）

ユーロマスト／2010
ロッテルダム（オランダ）

パウダー洗浄（無害の炭酸カルシウムなどを使用）が最適と判断し
ました。この方法を使い、洗浄剤や化学薬品等を一切使用せずに百年
の汚れを落しました。

洗浄前 洗浄後

会社案内
ケルヒャー ジャパン株式会社

ケルヒャー ジャパン株式会社
本社／〒981-3408　宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番

www.karcher.co.jp
103-01（Company's prospectus_1506）

ケルヒャー製品は、世界中で販売されています。
現地法人は現在60社を数えます。

アイルランド
アメリカ
アルゼンチン
イギリス
イタリア
インド
インドネシア
ウクライナ
エクアドル
エストニア
オーストラリア
オーストリア

オランダ
カザフスタン
カナダ
韓国
ギリシャ
ケニア
コロンビア
ジョージア
シンガポール
スイス
スウェーデン
スペイン

スロバキア
タイ
台湾
チェコ
中国
チリ
デンマーク
ドイツ
ドミニカ共和国
トルコ
日本
ニュージーランド

ノルウェー
パナマ
ハンガリー
フィリピン
フィンランド
ブラジル
フランス
ベトナム
ベラルーシ
ペルー
ベルギー
ポーランド

ボリビア
香港
マレーシア
南アフリカ
メキシコ
モルドバ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ロシア
U.A.E.
（アイウエオ順）

Tel 022-344-3140    Fax 022-344-3141
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