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車室内での深い感動をお約束するアルパイン製品は 1967 年の創業以来、世界中の
ドライバーと多くの自動車メーカーの皆様にご愛顧を頂いております。
我々の市場環境は、昨今の iPod® 、携帯電話、PND（パーソナル・ナビゲーション・
デバイス）の急速な普及に代表されるように大きく変化しております。また交通イン
フラの ITS（高度道路交通システム）化や電子化が進む自動車の中枢機能の高度化・
複雑化に伴い開発領域も、かつてのカーオーディオ、カーナビゲーション単体から
自動車の基幹部品としてのシステムへと変わりつつあります。
自動車メーカーを見渡すと、各社がハイブリッドカーや燃料電池車など環境に配慮
した製品開発に注力しているように環境対策が自動車産業の命題となっております。
我々アルパインにとっても例外ではなく、製品の軽量化を通して燃費向上に寄与する
事や、カーナビゲーションの提供を通して効率的なエコドライブを促進し、走行ロス
や渋滞の低減を追及しております。
このような市場環境と商品構造の大きな変化に対し、アルパインはいち早く対応、
ドライブを喜びに変える快適な車室内環境の創出のみならず、安全・安心なクルマ
社会の発展に貢献する「モービルメディア・ソリューションカンパニー」を目指します。

Since Alpine’s founding in 1967, our products have delivered rich, deep,

代表取 締 役 社 長

satisfying sound to motor vehicle cabins. They have won the support of drivers
and automobile manufacturers all around the world.

President & CEO

But our market environment has now changed dramatically, due to the rapid
Seizo Ishiguro

spread of the iPod®, mobile phones, and personal navigation devices (PND).
Intelligent Transportation Systems ( ITS) and improvements in basic vehicle
functions through the increased use of electronics have also contributed to
making product development more demanding and complex. Car audio and
navigation systems that were once standalone units have become the core
components of integrated systems.
Surveying the automotive industry, we see companies investing heavily in
the development of hybrid and fuel cell-powered vehicles. Steps to make
the industry more environment-friendly have become urgent issues. Alpine is
no exception. By making our products lighter, we contribute to improved fuel
efficiency. Our car navigation systems promote more efficient and ecological
driving by minimizing the travel time loss of being stuck in traffic jams.
Confronted with these major transformations in both market environment and
product development, Alpine has moved quickly. Not only are we working to
create vehicle cabin environments that make driving a greater pleasure, we
are also contributing to a safer and more secure as well as increasingly mobile
society. Our mission is to be, in every sense, the “Mobile Media Solutions”
company.
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アルパイン企業理念
アルパインは 、人々の心を大切にし、
仕事の質を高め、活力に溢れた魅力ある企業を目指します。

1.「個性の尊重」
アルパインは社員一人一人の誇りと情熱を大切にし、
人を育て、人を活かし、相互信頼の絆を築きます。

2.「価値の創造」
アルパインは時代をリードする先進技術に挑戦し、
人々に喜びをもたらす新しい価値を創造します。

3.「社会への貢献」
アルパインは品位ある商品の提供を通じ、
明日の豊かな社会作りに貢献します。

Corporate Philosophy
Alpine values its members as individuals, and is committed
to forming an energetic and attractive
company where the quality of work is enhanced.
1. Respect for Individuality
Alpine seeks to foster the pride and enthusiasm of each employee,
providing the means and opportunities for growth,
and encouraging relationships built on mutual trust.

2. Creating Value
Alpine eagerly takes up the challenge of maintaining technical
leadership in creating new values that will enhance the quality of human life.

3. Contribution to Society
Alpine is committed to providing superior products
and thus contributing to a fuller, richer society.

Audio

Visual

Nav ig a tion

Communication

Drive Assist
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未来価値の創造を目指して
Creating Visionary Value

アルパイン 5つのExcellence
Alpine, Excellence Times Five
最高の技術 /Engineering Excellence
最高の製品 /Manufacturing Excellence
最高のマーケティング /Marketing Excellence
最高のサービス体制 /Service Excellence
最高のパートナー /Partner Excellence

最 高の 技 術

最 高の 製 品

Engineering Excellence

Manufacturing Excellence

アルパインはグローバルな開発体制を

アルパインの生産拠点は、世界中の

確立し、各国のさまざまなニーズに対応

お客さまや、主要な自動車メーカー

しています。日本にあるヘッドクォーター
での開発に加え、アメリカ、
ドイツ、さらに
中 国 大 連 に も 大 型 開 発 拠 点を構 築。
これら 4極の開発拠点をシンクロさせ、

として素早く対応できる体制を整え
て い ま す。 日 本 国 内 工 場 が マ ザー
工場としての役割を担い、北米・南米
市場向けにはメキシコ、欧州市場に

時差を活用、24 時間体制での開発を

対してはハン ガリー、そして アジ ア

可能にしています。

向けには中国大連・太倉およびタイ

Alpine has established a global
d eve l o p m e nt s y s te m to a d d re s s
diverse consumer needs in the
countries in which we operate. In
addition to R&D conducted at our
headquarters in Japan, we have established three large R&D centers
in the USA, Germany, and, most recently, Dalian in China. These four
centers are synchronized in a manner than takes advantage of time zone
differences to keep the total system running 24 hours a day.
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からの 要 求に“Made in Market”

にそれぞれ生産拠点を構え、高品質
な製品づくりを目指しています。
Alpine has created a global system of
production centers able to respond
quickly to worldwide customer and major automobile manufacturer
“Made in Market” requests. Our mother plant is located in Japan. Our
plant in Mexico supplies markets in North and South America. Our plant
in Hungary supplies markets in Europe. Products for Asian markets
are produced in Dalian and Taicang in China as well as in Thailand.
But wherever our products are produced, our aim is always the same,
outstanding product quality.

最 高のパートナー
Partner Excellence

アルパインが目指すもの

アル パ イ ン は 世 界 の 主 要 自 動 車 メー

コ ー ポ レ ート ロゴ マー ク に あ る５ 本 線（ ファイブ・

カー、世界中のドライバーにとって最高

ストライプ ス）は、５つ の 企 業 活 動 を 象 徴し、つ ね に

のパートナーであり続けるため、高品位

アルパイン が 目 指 すべ き 指 針として い ま す。そして
「Mobile Media Solutions」の 言 葉 に、モ ービ ル
メディアの全製品カテゴリーにおいて、エキサイティング
な 革 新 を 目 指 し、世 界 中 の お 客 さ ま に ご 満 足 い た
だ け る 、未 来 価 値 を 創 造 す るソ リュー ション カ ン
パ ニーとしての強い意思を込めています。

Alpine Goals
Our corporate logo mark incorporates five stripes, each
of which symbolizes one of our corporate activities. The
phrase “Mobile Media Solutions” embodies our strong
commitment to exciting innovation in ever y mobile
media category, and to becoming a solutions company
that creates visionary value and satisfies customers
around the globe.

なカーエレクトロニクス製品を提供して
きました。さらに全 国の販 売 店、技 術
提 携 企 業とのパートナーシップ をより
強固なものにし、ユーザーのみなさまに
喜ばれる製品づくりを目指しています。
S u p p l y i n g to p - q u a l i t y e l e c t ro n i c
products is Alpine’s way of being
the best possible par tner for both
automobile manufacturers and drivers
around the world. Our sales outlets
and technology tie-ups are intended
to strengthen those partnerships and to contribute to the production of
products that please all of our customers.

最 高のマーケティング

最 高のサービス体 制

Marketing Excellence

Service Excellence

アルパイン は 世 界三 大 モ ー ター

「高品質」こそが最高のサービスである

ショーをはじめ、成長著しい中国に

との考えから、アルパインは過酷な車室

お いても自 動 車 ショー に 積 極 的 に

内環境でも、より信頼性の高い製品づく

出 展。毎 年ラスベガスで開催される、

りを目指し、クオリティセンターを世界

コンシューマー ･ エレクトロニクス ･

の主要市場へ展開。振動、温度 ･ 湿度、

ショーでは新製品を発表し、高い技術

衝 撃 などについて、厳しい試 験や 精 密

力 をアピール。 販 売 拠点としては、

な 解 析を行い、つねに安 定した性 能と

欧州・米国、また自動車の販売台数が

高い信頼性を確保した製品づくりを目指

急 成長している BRICs 市場も視野

しています。

にい れ、中 国、タイそれぞ れに 統 括
拠 点を開設、グローバ ルなセールス
体 制 を 構 築 し、ビ ジ ネ ス ス ピード
の 向 上を図っています。
Alpine is a regular and active participant in auto shows in fast-growing
China, as well as in the world’s three biggest auto shows held in Detroit,
Frankfurt and Tokyo. We also present our new products at the annual
International Consumer Electronics Show in Las Vegas, showcasing their
superb technology. We have sales operations in Europe and America and
are now exploring the potential of BRICs, where vehicle sales are taking
off. We are establishing centralized sales organizations in China and
Thailand, implementing a global sales system, and aiming to accelerate
new business development worldwide.

A l p i n e b e l i eve s t h a t h i g h q u a l i t y
includes the best possible ser vice.
We have thus made it our aim to build
highly reliable products that are able
to withstand the rigors of even the harshest vehicle environments. We
have set up quality centers in major markets around the world, where our
products’ resistance to vibration, heat, moisture and shock is rigorously
tested and carefully analyzed. Stable performance and the highest
reliability are always top-priority manufacturing goals.
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車載音響機器事業
Audio Products

一切の妥協を許さない「いい音」へのこだわりで、
モービルメディアサウンドの頂点を目指し続けます。
Alpine continually strives to deliver the absolute best in-car sound.

アルパインは、
「いい音」こそがより大きな感動を生むという理念のもと、ハイエンドカーオーディオメーカーとして長年蓄積してきたノウハウと技術により、
車室内の環境を知り尽くしたソリューションを提案し続けています。たとえば、従来製品と比較して一層の小型・軽量化を実現しながら、ヴォーカルや
演奏をより美しくリアルに再現する新しい“DDLinear スピーカー”
。さらに、iPod® などの圧縮された音楽を車室内で十分に楽しむためにつくられた、
デジタル・メディア・ヘッドユニット“iDA-X100”
や、iPod® コントローラー“eX-10”
。創業以来一貫して続く、妥協を許さない音質の追求と品質向上の
ため他に類を見ない厳しい評価テスト環境など、すべては「感動あふれる音づくり」
、そして理想の車室内サウンドシステムの創造のためにあります。

Striving to achieve the ideal of great sound, sound with the power to move us, Alpine has, over our many years as a high-end car audio
manufacturer, amassed a wealth of expertise and technology. Today we continue to put them to work in audio solutions that display our
intimate knowledge of the vehicle cabin environment. Thus, for example, our DDLinear speakers are not only smaller and lighter than
previous models, they also reproduce both vocal and instrumental performances more beautifully and with even greater you-are-there
reality. And our iDA-X100 Digital Media Receiver and eX-10 iPod® Controller bring outstanding musical enjoyment to the vehicle cabin
when using iPod® or other compressed music sources. We have always been committed to an uncompromising search for higher
quality sound and higher quality products, which is why we expose them to tests of unprecedented severity. Our mission is to give our
customers car audio systems that deliver sound with the utmost power to move them.

デジタル・メディア・ヘッドユニット
iDA-X100

DDLinear スピーカー
DLX-F17S

iPod ® コントローラー
eX-10

iPod ® に最適なヘッドユニットを開発、

小型・軽量化を実現するとともに、中高音域の

純正システムでも手軽に楽しめる、

より簡単で直感的な操作性を実現

鮮明な解像度とパワフルな低域を再現

iPod ® コントローラー

iDA-X100
Digital Media Receiver

DDLinear Speakers

eX-10 iPod® Controller

Smaller and lighter, but with bright, clear
middle and high registers and powerful bass
sounds.

Brings greater enjoyment and
ease of use to any existing
car audio system.

Optimized for iPod®, with simple and intuitive
operation.
※ iPod® は米国およびその他の国で登録されている Apple, Inc. の商標です。
※ iPod® is a trademark of Apple, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.
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車載情報通信機器事業
Information & Communication Products

音・映像・ナビゲーション・情報通信からドライブアシストまで。
快適さや感動の世界を広げます。
Creating an ever wider world of fun and convenience, from sound, image,
navigation and data transmission to drive assistance.

いい音と映像、そしてナビゲーション、さらにはドライブアシスト（安全運転支援システム）まで、車室内システムは大きな広がりを見せています。地上
デジタル放送でドライブ中も鮮明な映像を迫力の大画面で楽しめる“リアシートエンターテイメントシステム”
や、さまざまな機能がひとつになった次世代
カーナビ“モービル・メディア・ステーション X075”は、最新のカーナビ機能に、地デジ、iPod®、携帯など、あらゆるメディアとつながる先進技術を搭載。
アルパインは、音・映像・ナビ ゲーション・情報通信が一体となった先進的な機器の開発、モービルメディア時代の新しいシステムの提案に、いち早く
取り組んでいます。また北米では、MSN® Direct 対応により道路状況や天気予報などの最新情報が常にアップデートされる“ポータブルナビゲーション
PND-K3msn”を発売するなど、先進のシステムを提案し続けています。

Great music and video, to which we add navigation and drive assistance systems: the range of capabilities provided by our in-car
systems has expanded dramatically. Our rear seat entertainment systems provide extra-large, high-resolution video for the latest digital
sources, while our X075 Mobile Media Station delivers a wide variety of integrated functions, including cutting-edge car navigation
and compatibility with various media, such as iPod®, mobile phones and terrestrial digital broadcasting. Alpine has moved quickly to
establish itself as a leader in developing systems that combine sound, video, navigation and data transmission in a single unit. In North
America, our PND-K3msn Portable Navigation System offers instant up-to-date information, including road and weather condition
updates provided by MSN® Direct. We continue to develop the finest in fully integrated, multi-function systems.

モービル・メディア・ステーション X075(VIE-X075)

ポータブルナビゲーション PND-K3msn

国内市販市場初となる「差分マップ方式」を採用

MSN ® Direct 対応で常に最新情報をアップデート

X075 Mobile Media Station ( VIE-X075)

PND-K3msn Portable Navigation System

The first navigation system in Japan to employ differential map updating.

With information updates from MSN ® Direct.

高画質モニター (TMX-R1100)
「地デジ」放送や DVD に最適な、高画質・大画面モニター

High image quality monitor ( TMX-R1100)
Allows passengers to enjoy terrestrial digital broadcasting and DVDs on a
high-quality, big-screen monitor.

欧州自動車メーカー向け AVN 一体製品
高品質なAVN 製品を納入

AVN network packages for European automobile manufacturers
Alpine supplies top-quality AVN packages.
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グローバル・トピックス
Global Topics

世界のイベントに積極的に出展

Actively participating in global events

アルパインは今年も米国ラスベガスで開催された、
コンシューマー ･エレクトロニクス･ ショーに出展。
マイクロソフト社の情報配信サービスに対応し、リアルタイムに交通 ･ 気象情報がわかる最新のポー
タブルナビゲーションなどを発表し、大きな関心が寄せられました。また iPod ® コントローラーなど、
5つの分野でイノベーションアワードを受賞するなど、その高い技術力をアピールしました。
さらに、世界 3 大モーターショーのひとつ、デトロイトモーターショー（NAIAS）では、市販製品に
加えOEM 製品を展示。当社の音響技術 IMPRINT サウンドコンセプトや先進技術を紹介し、主要
自動車メーカーの技術者から高い評価をいただきました。今後も世界各地のイベントに出展、エン
ドユーザーと触れ合い、生の声をマーケティング活動の原点とするとともに、そのブランドポジションの確立を目指します。

Once again Alpine had a strong presence at the International Consumer Electronics Show in Las Vegas this year. Our latest portable
navigation system, with real-time updates provided by the Microsoft information service MSN ® Direct, was a star attraction. Our iPod®
Controller was acclaimed for its high technology, winning innovation awards in five divisions.
We also participated in the North American International Auto Show, one of the world’s three largest motor shows, where we showcased
OEM products as well as our own branded models. We introduced our IMPRINT sound concept audio technology and saw it win high marks
from major automobile manufacturers. We will continue to participate in such global events as these, to expand contact with consumers and
to use their feedback as input for our marketing programs. By participating in these events, we also aim to further solidify our brand position.

ドライブアシスト評価センター完成

Drive Assist Evaluation Center completed

2007年10 月、アルパインいわき本社にドライブアシスト評価センターが完成しました。ドラ
イブアシスト評価センターは、総面積 53,000㎡の本格的な評価施設です。全周 900m の新
テストコースでは、右側通行、左側通行のどちらにも対応しており、各国の交通ルールの再現や、
時速 100km の高速走行も可能な、本格的周回路コースです。また、細街路やトンネル、実験
棟など、
さまざまな条件での評価環境も備えています。安全な車への需要が高まっている今日、
安全運転を支援するユーザビリティに優れた製品を開発し、世界中のドライバーへの提供を目
指しています。

In October 2007, Alpine completed construction of the Drive Assist Evaluation Center at our Iwaki Headquarters in Japan, a 53,000m
facility with a 900m test course. This fully equipped course is designed for driving on either the left or right side of the road, allows us
to reproduce rules of the road from different countries, and makes possible performance tests at speeds of up to 100km/hr. It also
includes narrow streets, tunnels and other facilities, to enable testing under a wide variety of conditions. With demand for car safety
rising, our aim is to develop a safe driving support system with outstanding usability.
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CSRに対する高い外部評価を獲得

Receiving high marks for CSR

2007年12 月に発表された日本経済新聞社と日経リサーチ社との調査による第 11 回環境経営度調査において、アルパイン
は製造業 520社中 28位にランキングされました。アルパインの取り組みの中でも特にリサイクル活動が評価された結果です。
また、環境対策や内部監査の制度化が高く評価され、2007 年 9 月モーニングスター社会的責任投資株価指数（MS-SRI）
の構成銘柄リスト入りを果たしました。SRI（社会的責任投資）とは、安全で品質のよい製品やサービスの提供、環境に配慮

環境経営度調査ランキング推移
Trends in Environmental
Management Survey Rankings
(Ｒank)

した事業活動、法令遵守など、企業が社会に対して責任を果たし、持続可能な社会の構築に貢献する CSR（企業の社会的
責任）の観点から投資対象企業を評価する投資手法です。今後もより一層社会に貢献できる企業として歩んで参ります。
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※「モーニングスター社会的責任投資株価指数」は、モーニングスター株式会社が国内上場企業の中から
社会性に優れた企業と評価する 150 社を選定し、その株価を指数化した国内初の社会的責任投資株価

450

指数です。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar,
Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、
引用することを禁じます。
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In a December 2007 environmental management survey conducted by Nikkei Inc. and Nikkei
Research, Inc., Alpine ranked No. 28 among 520 manufacturing firms. Our recycling activities were especially highly regarded. Our
other environmental measures and internal monitoring system have also received high marks. In September 2007, for example, we were
included in the Morningstar Social Responsibility Investment (MS-SRI) index. The MS-SRI evaluates investment in companies in terms
of their contribution to building a better society through product and service safety and quality, environmental activities, compliance with
laws and regulations, and other aspects of Corporate Social Responsibility (CSR).
*To construct the MS-SRI, Morningstar selects 150 companies from the upper section of the Tokyo Stock Market. Copyrights and other intellectual property rights are the exclusive property of Morningstar, K.K. and Morningstar, Inc.
Reproduction or use without their permission is strictly forbidden.
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ocial Responsibility (CSR) Promotion System

行政府

投資家

Government

Investors

Local community

Companywide Control

IT 全般統制

コンプライアンス

IT Control

Compliance

アルパインの CSR は、
「企業理念を具現化するための経営活動そのもの」です。

業務処理統制

事業リスク

Business Process Control

Business Risk

RC Committee

CSR 活動 Activities for CSR

全社レベル統制

Internal Control Section

ＲＣ委員会

Industry

Alpine employees

内部統制部会

業界

地域社会

会社構成員

Suppliers

Customers

ALPS CSR Committee

サプライヤー

お客様

ALPS CSR 委員会

関連会社統括
近年、多様化するステークホルダーとの関わりの中で、CSR
（Corporate Social Responsibility）＝企業の社会的責任の重要性が高まっています。アルパインの企業理念には、
Affiliated Companies Control
情報管理
Information Management
「個性の尊重」、「価値の創造」、「社会への貢献」という 3 つの柱が定められています。その意味には、「人を育て、人を活かす」、｢人々に新しい価値を創造する｣、
地域/社会貢献
｢本業を通じ豊かな社会作りに貢献する｣ という想いがこめられています。アルパインは、この ｢企業理念の具現化｣ を CSR 活動と位置づけ、社会的責任を果たしていきます。
Local/Social Contributions
災害対策本部

災害リスク

As Alpine’s stakeholders have become more diverse, corporate social responsibility (CSR) has grown in importance.
At Alpine, CSR means that “We embody our corporate ideals in all our business activities.” Our three core ideals are respect for individuals, value
creation, and contribution to society. Building on those ideals, we strive to educate and employ people in ways that create new value for people
everywhere, and to create a richer, more prosperous and enjoyable society through the way in which we conduct our business. We believe that we fulfill
our responsibility to society by making CSR activities an integral part of how we embody our ideals.

Disaster Response Headquarters

Disaster Risk

環境管理委員会

Environmental Management Committee

ＣＳＲの考え方

CSR Concept

グローバル化の進展とともに企業環境がめまぐるしく変化している現在、社会変化やビジネスリスク
ンCSR 推進体制図
に迅速に対応し、ステークホルダーの皆様との信頼関係を築きながら事業活動を進めていくことが

e Social Responsibility (CSR) System

Building relationships of strong mutual trust with all our stakeholders

投資家

行政府

業界

地域社会

会社構成員

サプライヤー

お客様

ますます重要になってきています。

ステークホルダーの皆様との信頼関係強化を目指して

Industry

アルパインでは、2006 年に発足した CSR 委員会を中心として、CSR に関する考え方をグロー

ALPS CSR 委員会

お客様

Customers

Investors

Government

Alpine employees

Customers

n

Local community

バルに共有し、全社横断的に課題解決に取り組んでいます。昨年末には ｢CSR 中期計画｣ を策定し、

ALPS CSR Committee

Suppliers

中期的に取り組むべき課題を明確にしました。2008 年度は、欧 州を中心とした REACH 規制や
内部統制の本格的な法令施行など、環境や危機管理への意識が高まる中、環境保全および内部統制

株主・投資家

お取引先
Dealers

価値の創造

Creating Value

システムの構築に取り組みます。今後、確実にこの PDCA* サイクルを廻していくことで、経営基盤の
内部統制部会
強化を図っていきます。

全社レベル統制

Internal Control Section

アルパイン

Companywide Control

また、こうした 取り組みを実
現していくために、アルパインは 従 業 員の CSR に対 するモチベー
IT 全般統制
コンプライアンス

個性の尊重

IT Control

Compliance
ション・意 識を高め、社
員 満足 度の向上を図ることで、CSR を 企業 文化として確 実に定 着させて

ＲＣ委員会

RC Committee

関連会社統括

Alpine

Respect for
Individuality

業務処理統制

Business Process Control
事業リスク
いきたいと考えています。今後も皆様から信頼される企業をめざして
一層の努力を図っていきます。
Business Risk

従業員

Employees

Affiliated Companies Control

Stockholders/
Investors

社会への貢献
Contribution to
Society

地域社会

Local Community

Globalization is transforming our business in amazing ways, making our ability to respond
quickly to social change and business risk and to build relationships of strong mutual trust
地域/社会貢献
業界・行政府
Industry/
with all our stakeholders even more important.
Government
災害対策本部In 2006 災害リスク
we created the CSR committee. Since its mission is to be the core of efforts to
share our CSR concept with stakeholders around the world, it is a body that cuts across
環境管理委員会
internal divisions and addresses issues that confront our company as a whole. Last year it promulgated the “CSR Mid-Term Plan” to clarify
the CSR issues we face. In fiscal 2008, as awareness of environmental and risk management issues increased, we began putting in place
environmental protection and internal control systems that conform with European REACH regulations and ensure that internal controls conform
to all relevant laws and regulations. An on-going PDCA* cycle is in place to further strengthen our corporate foundations.
To make these plans realities, we believe it is essential to strengthen motivation, raise awareness, and increase individual satisfaction
concerning CSR among all Alpine employees. We need, in other words, to make CSR a firmly established part of our corporate culture. We urge
our employees to do their best in order to ensure that Alpine becomes more than ever a company in which all of our stakeholders can have the
highest trust and confidence.
情報管理

Information Management

Local/Social Contributions

Disaster Response Headquarters

Disaster Risk

Environmental Management Committee

アルパインCSR 推進体制図

*PDCA:
Do,Social
Check,
Act
(CSR) Promotion System
AlpinePlan,
Corporate
Responsibility
行政府

投資家

Government

Investors

Dealers

Employees

業界

従業員

地域社会

お取引先

お客様

ALPSグループ CSR委員会

Local community

Industry

ALPS Group CSR Committee

連携

Cooperation

Customers

環境活動：製品の小型軽量化

Environmental Activities: Smaller, Lighter Products

社会性活動：学生への教育支援

Philanthropic Activities: Educational Support for Students

アルパインは、車 載 機 器である当社の 製品を

アルパインでは、中国の東軟信息学院に奨学金

Internal Control Section
IT Control
軽 くすることで、お客
様 の車の 燃 費の向上に

制度を設置し、大学生への教育 支 援を行って

内部統制部会

IT 全般統制

ＣＳＲ委員会

業務処理統制

コンプライアンス

います。また、2004 年より中国 大 連 地区の

事業リスク
ＲＣ委員会
スピーカー「DLX-F17S」は高音質を実現する
Business Risk
RC Committee

大学と提携し、講師の派遣を行うなど、学生たち

情報管理
と同時に、部品構造の工夫により、従来に比べ

への技術・管理等の専門知識教育にも取り組ん

CSR Committee

ＣＳＲ推進事務局

Process Control
貢 献 で きる と 考 えて い まCompliance
す。 日 本 国Business
内向
け

Information Management

でいます。2007 年度には新たに 3 大学増え、

レーションによる
0.1mm単位での磁
気回路の見直しで、性能を劣化させる
災害対策本部
災害リスク

6 大学で実施しました。さらに、インターンシップ制度を設け、海外の大学生

CSR Promotion Division

約 60％の軽量化を実現しました。また、
シミュ
地域 / 社会貢献部会
Local/Social Contributions Section
Disaster Response Headquarters

Disaster Risk

ことなくスピーカーのサイズ（奥行き）
も約13％薄型化。これにより車両への
環境管理委員会

Environmental Management Committee
取り付け性も向上しています。

By reducing the weight of our products, we contribute to more efficient use of
fuel by our customers’ cars. In Japan, our DLX-F17S speakers not only deliver
excellent sound quality, but by taking special care in designing their components,
we have reduced their weight by 40% compared to previous speakers. Using
computer simulations to consider the effects of a 0.1mm reduction in the size
of magnetic circuits, we found that it was possible to reduce the depth of our
speakers by 13% with no loss in sound quality. We were also able to improve the
way the speakers are mounted in the car.

が日本の企業文化を理解し、キャリアを養える場の提供にも努めています。

At Alpine we have set up a fellowship fund for students at China’
s Neusoft Institute of Information. Since 2004, we have formed
partnerships with universities located around Dalian in China, to provide
instructors and other support for engineering and management
education. In fiscal 2007, three additional universities joined our
alliance, which now comprises six universities. We have also set up
an internship system to foster understanding of Japanese corporate
culture and provide opportunities for career development among
students from outside Japan.
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アルパイン・アメリカ（L.A.）

アルコム・メキシコ

アルパイン・アメリカ（デトロイト）

アルパイン・U.K.

ALPINE ELECTRONICS OF
AMERICA, INC. (L.A.)
H S D

ALCOM ELECTRONICS DE
MEXICO S.A. DE C.V.
M

ALPINE ELECTRONICS OF
AMERICA, INC. (DETROIT)
S D

ALPINE ELECTRONICS OF U.K.,
LTD.
S D

アルパイン・マニュファクチャリング・
ヨーロッパ（ハンガリー）

アルパイン・テクノロジー・
マニュファクチャリング・タイ

アルパイン・アジア・パシフィック

ALPINE ELECTRONICS MANUFACTURING
OF EUROPE, LTD. (HUNGARY)
M

ALPINE TECHNOLOGY
MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
M

グローバル S.M.D.
Global S.M.D.
アルパインは、グローバルにビジネスを展開
しており、全世界の主要自動車メーカー及び
市 販 市 場 の 要 望に対応 するため Design in
Market・Made in Market の 思 想 の も と、
販 売（Sales）
、生 産（Manufacturing）
、開 発
（Development）
拠点のグローバル 4 極体制
（日・米・欧・アジア）を確立しております。
Alpine has established a global system of Sales,
Manufacturing and Develompent sites in four main
regions (Japan, North America, Europe, and Asia),
all under the concept of “Designed in Market,
Made in Market,” in order to meet the requirements
of major automobile manufacturers and markets
around the world.

H 統括拠点 (Headquarters)
S 販売拠点 (Sales Office)
M 生産拠点 (Manufacturing Plant)
D 開発拠点 (Development Center)

アルパイン・ヨーロッパ（ミュンヘン）
ALPINE ELECTRONICS
(EUROPE) GMBH (MUNICH)
H S
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ALPINE ELECTRONICS OF ASIA
PACIFIC CO., LTD
H S

アルパイン・ドイツ（シュトゥットガルト）

アルパイン中国（北京）

アルパイン・マニュファクチャリング

アルパイン本社

ALPINE ELECTRONICS GMBH
(STUTTGART)
S D

ALPINE ELECTRONICS (CHINA)
CO., LTD. (BEIJING)
H S

ALPINE ELECTRONICS
MANUFACTURING, INC.
M

HEADQUARTERS

東軟集団股份有限公司（瀋陽）

太倉アルパイン

大 連開発センター

大 連アルパイン

NEUSOFT CORPORATION
(SHENYANG)
D

TAICANG ALPINE
ELECTRONICS CO., LTD.
M

DALIAN R&D CENTER
D

DALIAN ALPINE ELECTRONICS
CO., LTD.
M

H S D
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アルパイングル ープ Alpine Group

アルパイン株式会社 ALPINE ELECTRONICS, INC.

海外現地法人・合弁会社 Overseas Susidiaries/Overseas Affiliates
北米・南米 North and Latin America
アルパイン・アメリカ
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance, California,
90501-1162, U.S.A.
Phone : 1 (310) 326-8000
Fax : 1 (310) 533-0369

ALPINE ELECTRONICS, INC.
本社：いわき
〒 970-1192 福島県いわき市好間工業団地 20-1
電話：0246（36）4111
（代表）FAX：0246（36）6554
Headquarters: IWAKI
20-1 Yoshima-Kogyodanchi,
Iwaki, Fukushima 970-1192, Japan
Phone: 81(246)36-4111 Fax:81(246)36-6554
本社：東京
〒 141-8501 東京都品川区西五反田 1-1-8
電話：03（3494）
1101
（代表）FAX：03（3494）
1109
Headquarters: TOKYO
1-1-8 Nishi-Gotanda,Shinagawa-ku,
Tokyo 141-8501, Japan
Phone : 81(3)3494-1101 Fax:81(3)3494-1109
栃木営業所
〒 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 4-2-20 KD ビル
電話：028（636）5210 FAX：028（636）5905
TOCHIGI OFFICE
KD bldg.,4-2-20 Higashi-shukugo,
Utsunomiya, Tochigi 321-0953
Phone:81(28) 636-5210 Fax:81(28) 636-5905
横浜営業所
〒 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 1767
電話：045（549）5551 FAX：045（542）8556
YOKOHAMA OFFICE
1767 Nippacho,Kouhoku-ku,
Yokohama, Kanagawa 223-0057
Phone:81(45)549-5551 Fax:81(45)542-8556
名古屋営業所
〒 465-0021 愛知県名古屋市名東区猪子石 3-108
電話：052（760）9131 FAX：052（777）5690
NAGOYA OFFICE
3-108 Inokoishi,Meito-ku,Nagoya,
Aichi 465-0021
Phone:81(52)760-9131 Fax: 81(52)777-5690

アルパイン・リサーチ・アメリカ
ALPINE ELECTRONICS RESEARCH OF
AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance, California
90501-1162, U.S.A.
Phone:1(310) 326-8000
Fax :1(310) 320-8079
アルパイン・カナダ
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road,Toronto, Ontario,
M3J 2M9 Canada
Phone:1(416)736-6211
Fax :1(416)736-6911
アルコム・メキシコ
ALCOM ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Avenida Industrial Del Norte L5-1 Parque
Industrial Del Norte 8 8730 Ciudad Reynosa,
Tamaulipas, Mexico
Phone:52(8) 921-0800
Fax :52(8) 921-0805
アルパイン・ブラジル
ALPINE DO BRAZIL LTDA.
Av. Imperatriz Leopoldina, 1480 Via Leopoldina,
CEP 05305-002 Sao Paulo,SP,Brasil
Phone:55 (11) 3837-9977
Fax :55 (11) 3835-4344

欧州 Europe
アルパイン・ヨーロッパ
ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
Frankfurter Ring 117,80807 Munich, Germany
Phone:49 (0) 89-324264-240
Fax :49 (0) 89-324264-241
アルパイン・リサーチ・ヨーロッパ
ALPINE ELECTRONICS R&D EUROPE GMBH
Vor Dem Lauch 14 70567, Stuttgart, Germany
Phone:49 (711)72048-521
Fax :49 (711)72048-101
アルパイン・ドイツ
ALPINE ELECTRONICS GMBH
Frankfurter Ring 117, 80807 Munich, Germany
Phone:49 (0) 89-324264-240
Fax :49 (0) 89-324264-241
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アルパイン・U.K.
ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House Earlplace Business Park,
Fletchamstead Highway, Coventry CV4, 9TW, U.K.
Phone:44 (2476)719500
Fax :44 (2476)719501
アルパイン・フランス
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord, B.P.
50016, 95945 Roissy, C.D.G. Cédex, France
Phone:33 (1) 4863-8989
Fax :33 (1) 4863-2581
アルパイン・イタリア
ALPINE ITALIA S.P.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio
(MI), Italy
Phone:39 (02) 484781
Fax :39 (02) 48403555
アルパイン・スペイン
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón 32, 01013
Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone:34 (945) 283588
Fax :34 (945) 283461
アルパイン・マニュファクチャリング・ヨーロッパ
ALPINE ELECTRONICS MANUFACTURING OF
EUROPE,LTD.
H-2051 Biatorbagy, Vendel Park, Budai utca 1,
Hungary
Phone:36(23)534-111
Fax :36 (23) 534-112

アジア・オセアニア Asia and Oceania
アルパイン中国（北京）
ALPINE ELECTRONICS (CHINA) CO., LTD.
R2-4F, China Merchants Tower No.116 Jianguo
Street, Chaoyang District, Beijing 100022, China
Phone:86 (10) 6566-0308
Fax :86 (10) 6566-0093
アルパイン中国（大連開発センター）
ALPINE ELECTRONICS (CHINA) CO., LTD.
(DALIAN R&D CENTER)
8-6 Ruanjianyuan Road, Software Park,
Dalian, 116023, China
Phone:86 (411) 8476-0015
Fax :86 (411) 8475-7021
大連アルパイン
DALIAN ALPINE ELECTRONICS CO., LTD.
No.2, Yingbin Road, Jinzhou Economic
Development Zone, Dalian City,
Liaoning Province,116100, China
Phone:86 (411) 8769-8716
Fax :86 (411) 8767-5820

国内子会社・関連会社 Domestic Subsidiaries/Domestic Affiliates
太倉アルパイン
TAICANG ALPINE ELECTRONICS CO., LTD.
No.200, Shanghai East Road, Taicang Economic
Development Zone Taicang City,
Jiangsu Province, 215400, China
Phone:86 (512) 5356-8111
Fax :86 (512) 5356-8112

アルパインマーケティング株式会社
〒 141-0031 東京都品川区西五反田 1-1-8
電話：03
（5496）
8231 FAX：
03
（5496）
8235
ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo
141-0031
Phone : 81 (3) 5496-8231 Fax : 81 (3) 5496-8235

アルパインカスタマーズサービス株式会社
〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町 2-7-2
電話：048
（662）
5930 FAX：048（664）8122
ALPINE CUSTOMERS SERVICE CO., LTD.
2-7-2 Miyaharacho, Kita-ku, Saitama,
Saitama 331-0812
Phone : 81 (48) 662-5930 Fax : 81 (48) 664-8122

アルパイン香港
ALPINE ELECTRONICS HONG KONG, LTD.
Unit 2010, Tower 6, the Gateway,
9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong kong
Phone:852(2537) 0907
Fax :852(2537) 0902

アルパインマニュファクチャリング株式会社
〒 970-1144 福島県いわき市好間工業団地 3-10
電話：0246
（36）
6969 FAX：0246
（36）
7231
ALPINE ELECTRONICS MANUFACTURING, INC.
3-10 Yoshima-Kogyodanchi, Iwaki,
Fukushima 970-1144
Phone : 81 (246) 36-6969 Fax : 81 (246) 36-7231

アルパイン京都販売株式会社
〒 601-8101 京都府京都市南区上鳥羽高畠 88-2
電話：075
（671）9400 FAX：075
（671）9402
ALPINE KYOTO SALES, INC.
88-2 Takahatacho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto,
Kyoto 601-8101
Phone : 81 (75) 671-9400 Fax : 81 (75) 671-9402

アルパイン・アジア・パシフィック
ALPINE ELECTRONICS OF ASIA PACIFIC CO., LTD.
555 Rasa Tower 1, Unit 2601-2602, 26th Floor,
Phaholyothin Rd.
Chatuchak, Bangkok, 10900, Thailand
Phone:662(937) 0505
Fax :662(937) 0569

アルパインテクノ株式会社
〒 971-8111 福島県いわき市小名浜大原字新堀 61-1
電話：0246（54）
5161 FAX：0246
（53）
6265
ALPINE TECHNOLOGY MANUFACTURING, INC.
61-1 Ohara Aza Shinbori, Onahama, Iwaki,
Fukushima 971-8111
Phone : 81 (246) 54-5161 Fax : 81 (246) 53-6265

アルパイン兵庫販売株式会社
〒 675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原133-1
電話：0794（54）
6123 FAX：0794
（25）
4844
ALPINE HYOGO SALES, INC.
133-1, Kawara, Kakogawa-cho, Kakogawa,
Hyogo 675-0067
Phone : 81 (794) 54-6123 Fax : 81 (794) 25-4844

アルパイン・テクノロジー・マニュファクチャリング・タイ
ALPINE TECHNOLOGY MANUFACTURING
(THAILAND) CO., LTD.
210 Moo 13, Suwansorn Road, Tambol
Dong-Khee-Lek, Amphur Muang, Prachinburi
25000, Thailand
Phone:66 (37) 403330
Fax :66 (37) 403335

アルパイン情報システム株式会社
〒 970-1192 福島県いわき市好間工業団地 20-1
電話：0246
（36）
7771 FAX：0246
（36）
7579
ALPINE INFORMATION SYSTEM, INC.
20-1 Yoshima-Kogyodanchi, Iwaki,
Fukushima 970-1192
Phone : 81 (246) 36-7771 Fax : 81 (246) 36-7579

東芝アルパイン・オートモティブテクノロジー株式会社
〒 970-1144 福島県いわき市好間工業団地 14-1
電話：0246 (47) 1720 FAX：0246 (47) 1723
TOSHIBA ALPINE AUTOMOTIVE
TECHNOLOGY, INC.
14-1 Yoshima-Kogyodanchi,
Iwaki, Fukushima 970-1144, Japan
Phone: 81 (246) 47-1720 Fax:81 (246) 47-1723

アルパイン・オーストラリア
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA
PTY.LTD.
161-165 Princess Highway Hallam Victoria 3803
Australia
Phone:61(3) 8787-1200
Fax :61(3) 8787-1250
東軟集団股份有限公司
NEUSOFT CORPORATION
No.2 Xin Xiu Street, Hun Nan New District,
Shenyang 110179, China
Phone:86 (24) 8366-4005
Fax :86 (24) 2378-2842

アルパインビジネスサービス株式会社
〒 970-1144 福島県いわき市好間工業団地 20-1
電話：0246
（36）
8855 FAX：0246
（36）9140
ALPINE BUSINESS SERVICE, INC.
20-1 Yoshima-Kogyodanchi, Iwaki,
Fukushima 970-1144
Phone : 81 (246) 36-8855 Fax : 81 (246) 36-9140
アルパインプレシジョン株式会社
〒 979-3131 福島県いわき市平赤井字反町48-1
電話：0246
（21）
0008 FAX：0246
（21）
0108
ALPINE PRECISION, INC.
48-1 Akai Aza Sorimachi, Taira, Iwaki,
Fukushima 979-3131
Phone : 81 (246) 21-0008 Fax : 81 (246) 21-0108
アルパイン技研株式会社
〒 970-1144 福島県いわき市好間工業団地1-58
電話：0246
（36）
0304 FAX：0246
（36）
9282
ALPINE GIKEN, INC.
1-58 Yoshima-Kogyodanchi, Iwaki,
Fukushima 970-1144
Phone : 81 (246) 36-0304 Fax : 81 (246) 36-9282
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アルパイン株式会社

1967 ●アルプス電気と米国モトローラ社の合弁会
社として、アルプス・モトローラ株式会社を
設立。
Founded as Alps Motorola Co., Ltd., a joint
venture of Alps Electric and Motorola, Inc.
● 現アルパインの母体が発足。
Forerunner of the present Alpine was founded.

設立 ／1967年 5月 10日
資本金／259 億 2,059万円
グループ従業員数／13,403 名（連結ベース 27 社合計）
株式上場／東京証券取引市場第一部
会社が発行する株式の総数／160,000,000 株

1968 ● 8トラック・テーププレーヤーの生産開始。
Manufacturing of 8-track cartridge players
commences.

発行済株式総数／69,784,501株

Alpine Electronics, Inc.

1969 ●カーラジオの生産開始。
Manufacturing of car radios commences.
●いわき事業所を開設。
Iwaki Plant was open.

Date of Establishment / May 1967
Paid-in Capital / ¥25,920 million
Number of Employees (Consolidated) / 13,403
Stock Exchange Listing / Tokyo Stock Exchange
Common Stock / 160,000,000 shares
Total Issued Stocks / 69,784,501 shares
President & CEO

石黒

Seizo Ishiguro

征三

常務取締役

Managing Directors

梶原

仁

佐藤

卓美

Hitoshi Kajiwara

元

Motoshi Nishinakagawa

宇佐美

徹

Toru Usami

統治

Toji Tanaka

取締役

1971 ● 初の自社ブランド製 品「ハンディ8 」
（携帯用 8トラックプレーヤー）全国販売開始。
Manufacturing of “Handy-8” por table
8-trackcartridge player commences and
nationwide sales begin.

Takumi Sato

西中川
田中

政

Masataka Kataoka

古瀬

豊海

Toyomi Furuse

中村

一男

Kazuo Nakamura

相馬

聡

猪狩

健次

Kenji Igari

堀

重和

Shigekazu Hori

監査役

1972 ● 小野町工場を開設。
Onomachi Plant was open.

代表取締役社長 石黒 征三
President & CEO Seizo Ishiguro

Directors

片岡

“アルパイン”
ブランドで、
1975 ●
高級カセットデッキの輸出開始。
Exports of high-quality cassette decks
under Alpine brand name commence.

Satoshi Soma
常務取締役 梶原 仁
Managing Director
Hitoshi Kajiwara

常務取締役 佐藤 卓美
Managing Director
Takumi Sato

Auditors

為広

剛彬

Takaakira Tamehiro

奥山

直敬

Naotaka Okuyama

吉野

賢治

Kenji Yoshino

増田

好剛

Yoshitake Masuda

常務取締役 西中川 元
Managing Director
Motoshi Nishinakagawa

常務取締役 宇佐美
Managing Director
Toru Usami

徹

常務取締役 田中 統治
Managing Director
Toji Tanaka

売上高（Net Sales）

253

04

265

単位：10 億円（Billion of Yen）

252

222

05

07

連結ベース（Consolidated）

14

08

単位：人（Head count）

04

11,0

03

1979 ●カナダに、販売会社アルパイン・エレクトロ
ニクス・オブ・カナダ・インクを設立。
Sales subsidiary, Alpine Electronics of
Canada, Inc., was formed in Canada.
1981 ● 世界初のジャイロケーターを本田技研工業
（株）
と共同開発。
Alpine developed world’s first gyrocator
with Honda Motor Corporation.

13,403

9,860

10,3

06

1978 ●ドイツに、販売会社アルパイン・エレクトロ
ニクス・GmbHを設立。
S a l e s s u b s i d i a r y, A l p i n e El e c tro n i c s
GmbH, was formed in Germany.
● 社名をアルパイン株式会社に変更。
Company name changed to A lpine
Electronics, Inc.
● 米国に、販売会 社アルパイン・エレクトロ
ニクス・オブ・アメリカ・インクを設立。
Sales subsidiary, Alpine Electronics of
A me r ic a, Inc., was for me d in Unite d
States.

12,456

12,0
10,4

06

従業員数（Number of Employees）

経常利益（Ordinery Income）

単位：10 億円（Billion of Yen）

213

革 History

07

06

連結ベース（Consolidated）

代表取締役社長

沿

8,350

07

6,4

6,600

08

04

1982 ●「LS-5」
シリーズ（コンピュータ EQ）
でグッドデザ
イン賞を受賞。
LS-5 computer equalizer won Japanese “Good
Design” Award.
05

06

07

08

1985 ●アルパイン/ラックスマンブランドとして発売の
LV-105、
107 がグッドデザイン賞部門別大賞を
受賞。
Alpine/Luxman LV-105 and LV-107 capture
“G o o d D e s i g n” Awa rd G r a n d P r i ze s
inrespective categories.
● 英国に、販売会社アルパイン・エレクトロニクス・
オブ・U.K. LTD.を設立。
Sales subsidiary, Alpine Electronics of UK
Ltd., was formed in United Kingdom.
北米での生産拠点として、
アルパイン・エレ
1986 ● 米国に、
クトロニクス・マニュファクチャリング・オブ・
アメリカ・インクを設立。
Manufacturing subsidiary, Alpine Electronics
Manufacturing of America, Inc., was formed
in United States.
●フランスに、
販売会社アルパイン・エレクトロニ
クス・フランス・S.A.R.L.を設立。
Sales subsidiary, Alpine Electronics France
S.A.R.L., was formed in France.
1987 ● いわき事業所新社屋完成。
New company building was completed at
Industrial Park, Iwaki.
●オーストラリアに、販売会社アルパイン・エレクト
ロニクス・オブ・オーストラリア・PTY.LTD.を設立。
Sales subsidiary, Alpine Electronics of
Australia Pty, Ltd., was formed in Australia.
1988 ● 東京証券取引所市場第二部に株式上場 。
Alpine shares listed on Second Section of
Tokyo Stock Exchange.
1989 ● CD シャトル 5952 が大ヒット。
Highly successful CD shuttle (5952) launched.

1990 ● 時価発行増資を行う。
New shares issued at par.
1991 ●東京証券取引所市場第一部に株式上場。
Alpine shares listed on First Section of
TokyoStock Exchange.
● 世 界 初 3 Dシャトル 5980、AV シャトル
2913 登場。
World’s first 3D Shuttle (5980) and AV Shuttle
(2913) launched.
1992 ●ドイツに、欧州統合会社アルパイン・エレクト
ロニクス（ヨーロッパ）
・GmbH を設立。
European headquar ters of Alpine
Electronics(Europe) GmbH was formed in
Germany.
●シンガポールにアルパイン・エレクトロニクス・
アジア・PTE.LTD. を設立。
Parts procurement and liaison subsidiary,
Alpine Electronics Asia Pte. Ltd., was
formed inSingapore.
1993 ● 高精度GPS方式のカーナビゲーションシステム
「G Pシャトル」登場。
G P S h u t tl e, h i g h l y p r e c i s e G P S c a r
navigationsystem, launched.
●カーオーディオメーカーとして初めて中国での
生産を開始。
Alpine became first to manufacture car audio
in the People’s Republic of China.
1994 ● 生産拠点として、中国に丹東アルパインを設立。
M a n u f a c t u r i n g s u b s i d i a r y, D a n d o n g
AlpineElectronics, Inc., was formed in China.
●メキシコのアルコム社の新工場落成。
本格稼働。
New factor y at Alcom Electronics de
Mexico,S.A. de C.V., began operations.

● 開発、
サービス強化のためのアルパイン・エレ
クトロニクス・リサーチ・オブ・アメリカ・イン
クを設立。
Alpine Electronics Research of America,
Inc., was formed to enhance research and
service.
●中国に生産会社、大連アルパインを設立。
Dalian Alpine Electronics Co., Ltd., was
formed as a manufacturing corporation.
1995 ● 国内で第1回転換社債を発行。
First convertible bond issued.
●中国に販売会社、アルパイン中国を設立。
Sales subsidiary, Alpine Electronics (China)
Co., Ltd., was formed in China.
1996 ●カーナビゲーションシステム「NVE-N055V」
、
カー用品大賞受賞。
NVE-N055V car navigation system won
the Car Accessories Awards grand prize.

●中国の瀋陽東大アルパイン・ソフトウェア、
上海証券市場に上場。
Shenyang Northeast University /
AlpineSoftware of China listed on Shanghai
Stock Exchange.
1998 ● ハンガリーに生産会社、アルパイン・エレクト
ロニクス・マニュファクチャリング・オブ・ヨーロッパ
を設立。
Alpine Electronics Manufacturing of Europe
Ltd., was formed in Hungary.
● 環境マネージメントの国際規格 ISO 14001
認証を取得。
Alpine acquires ISO14001 certification,an
international standard for environmental
management.
2000 ● 国内の生産拠点アルパイン・マニュファク
チャリングを設立。
Alpine Electronics Manufacturing, Inc. was
formed in Japan.
●フラッグシップモデル「AlpineF#1Status」
発売。欧州で「Car HiFi Grand Prix」
受賞。
AlpineF#1Status flagship series launched
and won Car Hi-Fi Grand Prix in Europe.
2001 ● 国内市販 販売の新会社、
アルパインマーケ
ティング株式会社を設立。
Alpine Marketing Co., Inc., was formed in
Japan.

● 世界初 PulseTouch™ディスプレイ搭載のAＶ
ヘッドユニット「IVA- Ｄ300」が、BEST o f
CES 2004 受賞。
IVA-D300 head unit equipped with the
world’s first PulseTouchTM display won Best
of CES 2004 award.
2005 ● 車室内で i P o d ®を高音質再生できるヘッド
ユニットを発売。
「用品大賞 2005」大賞受賞
（CDA-9855Ji）
Alpine launched iPod® direct link head unit,
which won the Car Accessory Award 2005.

●中国向けナビゲーションの現地開発・現地生産
を開始。
Development and manufacturing of navigation
systems for China began.
2006 ●北米でポータブルナビ「Blackbird」
発売。
Alpine released Blackbird portable navigation
system in North America.
● 社内開発のプラットフォームを採用したカーナビ
「モービルメディア・ステーション X07」を発売。
Alpine released Mobile Media Station X07
car navigation system, utilizing an internally
developed proprietary operation platform.

2007 ● 世界初 iPod 専用ヘッドユニット「iDA-X001」
を発売。
Started sales of the iDA-X001, the world’s first
head unit designed for iPod®.

●いわき本社にドライブアシスト評価センター
を新設。
Opened Drive Assist Evaluation Center
at Iwaki Headquarters.

2002 ● 国内カーオーディオメーカーとして初めて、
自動車業界の品質マネジメント規格「ISO/
TS16949」認証取得。
Alpine is first Japanese car audio
manufacturer certified for ISO/TS16949,
an auto industr y quality management
standard.
●「太倉アルパイン」
「アルパイン中国大連開発
、
センター」
をそれぞれ設立。
Taicang Alpine Electronics Co., Ltd., and
Alpine China Dalian R&D Center were open.
2003 ● アルパインブランド誕生 25 周年。
The Alpine brand celebrates its 25th
anniversary.
2004 ●「アルパイン中国大連開発センター」本格稼働。
Alpine China Dalian R&D Center begins full-scale
operations.
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