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経営

個性の尊重

価値の創造

クルマ社会の発展への貢献を目指して、様々な活動に取り組んでいます。
この冊子は、そうした取り組みをよりわかりやすく理解していただくために作成しました。
会社紹介であるCorporate ProfileとCSR（企業の社会的責任）活動を報告する
CSR Reportをひとつにすることにより、
アルパインが事業活動を通じて、人や地球環境とどのように関わっていこうとしているかを、
よりわかりやすく把握していただけるようにしています。
また、アルパインの根幹をなす価値観を、ステークホルダーの皆さまとともに、
さらに力強く具現化していきたいという想いから、
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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。

アルパインは社員一人一人の誇りと情熱を大切にし、

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、
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明日の豊かな社会作りに貢献します。

● 参考としているガイドライン
・環境省「環境報告書ガイドライン（2007年度版）」
・GRI「サスティナビリティ・リポーティング・ガイドライン第3版」
● ホームページ掲載について
本報告書の情報は、Webサイトでも掲載しています。
Webサイト CSR/環境：http://www.alpine.com/j/csr/
● 関連するレポート
「アニュアル・レポート」にて、詳しい財務情報を開示しています。
● 次回発行予定
2011年6月を予定しています。

社会の関心

人を育て、人を活かし、相互信頼の絆を築きます。

● 対象範囲
・対象範囲：連結28社
・対象期間：2009年4月1日～2010年3月31日

アルパインの事業、CSRに関する情報は、
本冊子とWebでご紹介しています。
高い

1「個性の尊重」

C S R 情 報 につ いて

本冊子で報告

Webで報告
ダイジェスト情報

詳細の情報
コーポレートサイト
http://www.alpine.com
アルパインにとっての重要性

高い

（注意）本冊子には、当社グループの過去と現在の事実だけでな
く、発行日時点における計画や見通し、経営計画・経営方針に基

0

づいた予測が含まれています。これら計画・見通し･予測は、記述

した時点で入手できた情報に基づいた仮定ないし判断であり、諸

与件の変化によって将来の事業活動の結果や事象が記述内容と
は異なったものとなる可能性があります。

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2010 / 2011

トップメッセージ

持続的なモビリティ社会の実現に向けて
経済情勢・アルパインの施策
2 0 0 8 年 9月に起きたリーマンブラ
ザース破綻以降の実体経済の収縮と
自動車市場の激変は、当初の予想の
範囲をはるかに超える規模・スピード

化を追及した「グリーン戦略」。

アライアンス戦略
AVNCD戦略

成長戦略
『攻め』
商品創出

リンク戦略

グリーン戦略

でありました。数年前まで世界最大規

現できるとは考えていません。お客様、

り進めています。

取引先、株主、地域社会、従業員のス

また、成長著しい中国をは

テークホルダーの皆様との関係を深

じめとした新興国市場におい

めながら、皆様に喜ばれる商品・新し

て、積極的な事業拡大を進め

い価値を提 供し成長し続けることが

ます。私 達が他社に先駆けて

持続的な企業としてあり続ける、たっ

と変貌を遂げました。そこでは自動車

中国国内に確立した販売･生産・開発

考えられないことでした。アルパイン

のスモールシフト・低価格化が大きな

の一貫体制をフルに活用しながら、従

私 達は、企業が永 続していく為に

の主力事業である自動車メーカー向

流れとして表面化し、全体で大きな構

来のお客 様だけでなく、現 地自動車

普遍の価値である「個性の尊重」
「価

けの受注は低迷が続き、2009年度は、

造変化が起きています。

メーカーとのビジネス拡大、そして市

値の創造」
「社会への貢献」を企業理

場における自社のブランドポジショニ

念として定めています。同時に事業を

ングの確立を強力に推進して参ります。

通じてこの企業理 念を具 現化してい

ピーク時と比較して4割近く事業規模

この 変 化に対し、アルパインは次

が 縮小し、企業の経 営においても大

の成 長に向けて、以下の４つの基 本

変厳しい1年間となりました。

戦 略を掲げ 取り組んでいます。事 業
ドメインであるAV NCD

をひとつ

（※１）

たひとつの方法だと考えております。

くことが企業の社会的な責任を果た

持続的な企業として

すことであると考えています。そのこと

復の兆しが見えましたが、この環 境

のシステム・最適なコストで提供する

を 全 社 一 丸となって 乗り越 えるた

「AVNCD戦略」。最先端をゆく国内

め、コスト削減・意識改革施策である

外のパートナー企業との提携によりビ

アルパ イン が 企 業 ビジョンに 掲

「CH A LLENGE30+」をさらに推し

ジネス・技術ソリューションを提供す

げている「Dr iv i ng Mobi le Med ia

個々の活動においては充分な取り組

進め、損 益 分岐 点の引き下げをはじ

る「アライアンス戦略」。スマートフォ

Solutionsモービルメディアの未来価

みとは言えない面もあろうかと思いま

め、厳しい環 境下でも利益を上げら

ンをはじめとする情報端末 機 器と車

値へ」に相応しい、時代をリードする

すが、私 達の現 状の取り組みにお目

れるための体質強化を進めて参りまし

載 機器とを接続し機能融合により制

価値を提供し続ける魅力的な企業で

通しいただき、忌憚のないご意見を頂

た。私 達はこの体質強化を継 続する

約の多い車の中でも使い易いシステ

あり続けたいと考えております。ドライ

戴できましたら、と願っております。今

と同時に、2 010 年度をさらなる成長

ムソリューションを提 供する「リンク

ビングシーンにおける安全、安心、快

後とも皆様の温かなご支援を賜ります

に向けた、攻めに転じる節目の年とし

戦略」。そして環境問題に対応し、エ

適を車載 機器を通じて創出し続ける

よう、宜しくお願い致します。

て位置づけています。

コカーに求められる軽 量化、省電力

ことに全力を挙げています。

あり続けるために

から、私達のCorporate Profile（会
社案内）とCSR Reportをひとつにま

トップメッセージ

代表取締役社長

これらの戦略を全社一丸とな

模であったGMの破 綻は一昔前では

2 0 0 9 年 の 後 半 から 、一 部 で 回

代表取締役会長

私 達は自分 達だけでそのことが実

とめてご紹介させていただいています。

2010年6月

次の成長に向けて
自動車産業を見ると、環境問題、
原油価格の高騰から、10 0 年続いた
内燃機関が電気モーターとハイブリッ
ド化、あるいはプラグインハイブリッド、
電気自動車等へと変化が顕在化して
きました。中国・インドなどの新興国
ではモータリゼーションの発展期に入

0
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り、中国は世界最 大の自動車市場へ

※１ オーディオ（A）、
ビジュア
ル（V）、
ナビゲーション（N）、
車
内外ネットワークを活用し情
報提供するコミュニケーション
（C）、
ドライバーへの運転支援
であるドライブアシスト
（D）

0
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事業紹介

車載音響機器事業

車載情報通信機器事業

一切の妥協を許さない「いい音」へのこだわりで、

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。

モービルメディアサウンドの頂点を目指し続けます。

快適さや感動の世界を広げます。

アルパインは、
「いい音」こそがより大

ト「iDA-X305S」を発売いたしました。

ナビゲーション、ビジュアル、通信機能、

面となるカーナビゲーション「VIE-X088」

きな感動を生むという理念のもと、車載

iDA-X305Sは革新的な技術を搭載した

さらにはドライブアシスト（安全運転支援

を発売、ファーストワン＝業界初・世界初と

機器専業メーカーとして長年蓄積してき

商品に贈られる2010年度のCESイノベー

システム）まで、ユーザーニーズの多様化と

なる製品を提供するとともに、EV・PHV ※

たノウハウと技術により、つねに世界 初

ションアワードを受賞しています。

ともに車室内システムは大きな広がりを見

普及に向けた国家プロジェクトにおいては、

せています。

情報の送受信が可能な当社のITS※車載機

の技術を搭載した製品を世に出し、車社
会の発展を目指してまいりました。

また当社の品質への取り組みが高く評
価され、主要顧客からは「優良品質賞」

アルパインがわずか30年で、世界の主要

が採用されるなど、ITSにも対応した先進

自動車メーカーから支持されるブランドに

駆けてiPhone®向けアプリケーションで

品質向上のための取り組みと音質の追求、

成長したのは、まだ誰も見たことの無い製

また、死角になりやすい場所も360度映

圧倒的な人気を誇るインターネットラジ

全ては理想の車室内サウンドシステムの

品を世に送り出すことに加えて、各分野の

像で1画面に映し出す「TOPV IEW®マル

オ「Pandora ※」に対応したヘッドユニッ

創造のためにあります。

最先端技術との機能融合を図るシステムイ

チカメラ」を始め様々な先進機能でお客様

ンテグレーターとして付加価値を提供し続

の安心・安全なドライブをサポートするなど、

けてきたからに他なりません。

未来のクルマ社会に向けた価値 創出に努

国内市場には、市販品として世界最大画

技術開発にも注力しております。

めてまいります。

事業紹介

を受賞するなど、創業以来一貫して続く、

事業紹介

米国市販市場においては、業界に先

※「
 Pandora」とは、アーティストの名前や曲名から自分専用の放送局を設定で
きるインターネットラジオで、お気に入りの曲やアーティストの名前を入力すると
ユーザーの音楽の好みを分析し、その曲と同様の特徴や傾向をもった楽曲を無

※EV・PHV：Electric Vehicle・Plug in Hybrid Vehicle
※ITS：Intelligent Transport Systems

料で配信サービスする、アメリカで多数のユーザーを持つアプリケーションです。

Products

Products

デジタルメディア・ヘッドユニット

セパレート2ウェイスピーカー

デジタルパワーアンプ

HDDカーナビゲーション

iDA-X305S

DDL-RT17S

PDX-M6

VIE-Ｘ088

TOPVIEW®
マルチカメラHCE-C500

次世代ITS車載機器

iPhone 3GやiPod touchなど最新iPod®に対
応したヘッドユニット

クリアでダイナミックなヴォーカル再生とナチュラル
なバランスを高次元で実現した高性能スピーカー

コンパクトデザインで圧 倒的なサウンドクオリ
ティを実現したデジタルアンプ

視認性・操作性が飛躍的に向上した大画面カー
ナビゲーション

市販初360度鳥瞰図の映像を表示する最先進カ
メラシステム

DSRC路側機との通信により、情報の送受信が
可能となる次世代のカーナビゲーション

0
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アルパイングループ

グローバルSMD体制で、世界の市場に展開。

H 統括拠点（Headquarters）
S 販売拠点（Sales Base）
M 生産拠点（Manufacturing Base）

アルパインは、販売（Sales）、生産
（Manufacturing）、開発（Development）拠点の
グローバル体制（日本・北米・欧州・アジア）を確立。

D 開発拠点（Development Base）

North
America

Design in Market・Made in Marketの基本思想のもと、
全世界の主要自動車メーカー及び市販市場に対応しています。

S

D

東軟集団股份有限公司

D

大連開発センター

H S アルパイン中国
（北京）

Asia

S

Japan

S
M

S

S

アルコム・メキシコ

S D

アルパイン・アメリカ
（デトロイト）

S

M

アルパイン・マニュファクチャリング

アルパイングループ

アルパイングループ

M

アルパイン本社

S

S S

アルパイン・アメリカ
（L.A.）

H S D

S
S
S

H S D

大連アルパイン

S

S
H S

M

ア
 ルパイン・ヨーロッパ
（ミュンヘン）

M

S

S

アルパイン・インド

H S

太倉アルパイン

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

S
S

S

海外現地法人・合弁会社
S D

アルパイン・U.K.

S D

0
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Europe

アルパイン・ドイツ
（シュトゥットガルト）

M

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）

北米・南米
アルパイン・アメリカ
アルパイン・リサーチ・アメリカ
アルパイン・カナダ
アルコム・メキシコ
アルパイン・ブラジル
欧州
アルパイン・ヨーロッパ
アルパイン・リサーチ・ヨーロッパ
アルパイン・ドイツ
アルパイン・U.K.
アルパイン・フランス
アルパイン・イタリア
アルパイン・スペイン
アルパイン・マニュファクチャリング・ヨーロッパ

国内子会社・関連会社
アジア・オセアニア
アルパイン中国（北京）
アルパイン中国（大連開発センター）
大連アルパイン
太倉アルパイン
アルパイン香港
アルパイン・アジア・パシフィック
アルパイン・インド
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・オーストラリア
東軟集団股份有限公司

アルパインマーケティング株式会社
アルパインマニュファクチャリング株式会社
アルパインプレシジョン株式会社
アルパインテクノ株式会社
アルパイン技研株式会社
アルパインカスタマーズサービス株式会社
アルパイン情報システム株式会社
アルパインビジネスサービス株式会社
アルパイン京都販売株式会社
アルパイン兵庫販売株式会社
東芝アルパイン・オートモティブテクノロジー株式会社

0
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アルパインの経営

アルパインの経営

アル パ イン の 経 営と C S R

確かな経営サイクルを基盤に、
企業理念を具現化します。
アルパインは、企業理念の実現を追求していくための
経営サイクルをベースに日々の活動を行っています。

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。

目指すべき方向（企業ビジョン）や
達成すべき事業目標を従業員全員で共有し、
着実な前進をはかっています。

―厳しい経営環境下でこそ、
社会的責任に対する自覚と行動を―
環 境に対する取り組みや、提 供す

組み姿 勢を企業 活

る製品・サービスに対して企業が社会

動全 体の視 点で捉

から求められる責任は年々、その重要

えていかなければな

度が増しています。北米における自動

りません。また、自

車メーカーのリコールとその対応は大

動 車 業 界において

きなニュースとなり、その企業全体の

はこの2年間の世界

評価にも大きな影響を与えました。大

の動きで、私 達がかつて想像しえな

対する責任への取り組みをご理 解い

切なことは私 達が 社会に対して自発

かった変化をもたらし、産業自体の構

ただくことであると考えております。

的に何をするかであると考えます。

造改革をもたらしました。

発揮して、お客様に価値のある製品・

ローバル化、環 境問題、消費 者の価

は、お客様、株主/投資家、お取引先、

サービスを提供し続けていくことで私

値観の多様化の中で大きく変わろうと

従業員、地域 社会など様々なステー

達を取り巻く社会へ貢献できるものと

しています。中でも、価値観の多様化

クホルダー（利害関係者）の皆様の期

信じております。そして、一人ひとりの

に対しては提供する製品・サービスの

待や要望にお応えし、相互理 解を深

従業員に「企業が及ぼす社会への影

品質においても企業の倫理観や取り

めていくために、私達が皆様に対して

響力、貢献」を理解してもらい、
「『社

説明責任を果たすことが

会的責任』に対 する自覚と倫 理観を

重要と考えます。

しっかりともってもらいたい」と強く願っ

お客様

アルパインにおける
経営サイクル
お取引先

価値の創造

2. 企業ビジョン

株主・投資家

アルパイン

3.
行
針

6. 日常業務

10

社会への貢献

指

5. 経営管理／マネジメント

個性の尊重

動

4. 中期事業計画／事業予算

従業員一人ひとりが、多様な個性を

そして、私達が成長していくために

■ アルパインとステークホルダー

1. 企業理念

相馬 聡

従業員

地域社会

アルパインではCSRは

ています。なぜなら、経営陣含む従業

「企 業 理 念 を具 現 化 す

員の意識の総和が企業の社会的責任

るための経営活動そのも

（CSR）の水準を決定するからです。

の」としています。そして、

世界が大きな変化に直面している

我々の企業理念は①個性

今こそ、体質強化とともに企業による

の尊重

社会貢献としての行動が問われてい

②価値の創造

③ 社会への貢献という三

ます。アルパインは企業理念を追求し

つの理念から構成されて

ていくことでCSR活動の更なる深耕に

います。つまり、アルパイン

努めて参ります。今後とも一層のご理

の経営活動をご理解いた

解・ご協力を賜りますようお願い申し

だくことが 私 達の社会に

上げます。

業界
行政府
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魅力的商品・サービスの提供
安心/安全な品質

アルパインの経営

さて、我々を取り巻く環 境は 、グ

CSR委員長 経営企画・管理担当取締役

アルパインの経営

コ ー ポ レ ートガ バ ナ ン ス /
コン プ ライ ア ン ス

アルパインの経営

グ ロ ー バ ル C S R マ ネ ジ メ ント /
リス ク マ ネ ジ メ ン ト

アルパインは、経営の健全性・透明性を高め、法令を遵守し、公正な事業活動を行うことが、

アルパインでは、国内外のグループすべてが、

株主、お客様、地域社会に対する最も基本的な責務であると考え、

事業の信頼性、継続性を確保していくための施策を着実に進めています。

コーポレートガバナンスおよびコンプライアンス体制の強化に取り組んでいます。

ガバナンス体制

■ コーポレートガバナンス体制図（2010年6月現在）
株

主

選解任

会社機関として監 査役設置会社を採
用し、経営上の意思決定・職務執行の監
視・監督機関として取締役会を、監査機
関として監査役会を設置しています。
取 締役会は、毎月1回定例開催し、経
営の重要事項の審議・決議を行っていま
す。また、取締役を本社の機能別に設置
し、執行責任の所在を明確にすることで、
体制をとっています。
監 査役会は、監 査に関する重要 事 項

出席・
意見陳述義務

グローバルCSR
ガイドラインの策定

会

忠実義務
善管注意義務

選解任

選解任

取締役会
取締役10名

監督・監査

会計監査人

通報

倫理ホットライン

内部監査室
代表取締役社長

CSR委員会
内部統制部会
地域・社会貢献部会

コンプライアンス
事業リスク
情報管理

災害対策本部

災害リスク

RC委員会

業務執行
部門

業務執行
部門

業務執行
部門

自己チェック
（CSA※）

※Control Self Assessment

す。監査役には、当社の業務に精通した
者の他、親会社の監 査役および公認会

コンプライアンス体制

加え会計面・法務面等から監査を実施し
十分に機能する体制を確保しています。

●社内通報制度
日本・米国・中国において、全従業員

理ホットライン」を設置しています。相談

情報

社会的行為などの相談を受け付ける「倫

財産

および協力会社社員から倫 理問題や反

内部統制システム

物

ています。このように経営監視機能として

■ アルパイン倫理指針
（アルパインの十戒）
人

計士ならびに弁護士を選任し、経営面に

により不利益を被ることがないよう社内
規定で保証しております。気軽に相談し
やすい開かれた相談窓口として、問題の

務の効率性、有効性の向上、改善活動の

早期発見と迅速な対応に努めております。

取引

アルパインでは、内部統制システムの
構築について、法的な対応のみならず、業

積極的に取り組んでいます。

アルパインでは、企業倫 理や法 令 遵

として持 続的な内部統制体制確 立のた
め、自己チェック体制の強化を進めまし

化・連携を図る取り組みとして、
（社）電子

「災害対策本部」を常設し、

情報技術産業協会（JEITA）発行のCSR

・グローバル安全総点検（年2回）

ガイドラインをベースに作成した「アルパイ

・リスクアセスメント

ン グローバルCSRガイドライン」を、国内

・グローバル危機管理ネットワーク整備

外グループ各社に展開・運用しております。

・総合防災訓練

今後も、年1回の調査を継続し、情報の共

などを実施、グローバル予防体制を整備

有化・CSR水準の向上を図って参ります。

しています。

リスクマネジメントの
取り組み
●情報セキュリティ対策の強化
不正アクセス、コンピュータウイルス、

個人情報を漏洩しない

差別の禁止

暴力・暴言・性的嫌がらせ・不当な
差別を行わない

製品の安全

製品の安全性・品質に十分配慮する

クから会社を守るため、技術的な対策だ

環境への配慮

環境に十分配慮する

けでなく、従業員や管理者向けの情報セ

会社財産

会社の財産を私的に使用しない

知的財産権

他社の知的財産を侵害しない

キュリティ教育に力をいれています。

企業秘密

企業秘密の漏洩や私的利用をしない

インサイダー
取引の禁止

会社情報の公表前に当社の株式取引
しない

公正な取引の
推進

独占禁止法など法令・ルールを遵守
する

贈与と接待

常識の範囲を超えて取引先から贈
物・接待を受けない

V o i c e

●倫理指針の制定（｢アルパインの十戒｣）

20 09年度は、内部統制評 価の２年目

し、被害・損害の極小化に取り組むため、

個人情報

継続による企業価値増大の機会と捉えて、

などにより事業継続に影響を及ぼす緊急
事態が生じた場合でも、従業員とその家
の影響を最小限にとどめるため、事業継
続計画（Business Continuity Plan）の

企業の貴重な資産である情報の管理は、企

理指針（アルパインの十戒）」として定め、

お届けすべく、実効性ある計画を策定し、

た。2010年度以降は更なる企業体質の強

業の社会的責任においてますます重要な経

化にむけた、内部統制システムの改善活

世界中の拠点で周知徹底を図っています。

12

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2010 / 2011

点検や消火・応急救護・避難誘導等の訓
練を定期的に実施しています。

olumn

族の安全を確保するとともに、お客様へ

心掛けるべき基本的な遵守事項を、
「倫

し漏洩を防止するために、中国情報安全委

防災訓練の様子

行う「自衛消防隊」を組 織し、安全衛生

大規模な地震や火災が頻発する中、災害

守の観点から、従業員一人ひとりが日常

アルパインおよびお客様の情報資産を保護

会」、地震・火災等緊急時の初動対応を

●事業継続計画BCPへの取り組み

策定に取り組んでいます。如何なる緊急

営課題になってきます。

環境の整備・改善を行う「安全衛生委員

情報漏洩といった情報セキュリティリス

～コンプライアンス意識の
強化を目指して～

動を推進します。

事 業 活 動における様々なリスクを想 定

拠 要 請に備えながら、C SR 活 動の体系

災害対策本部の一環として、労働衛生

環境管理委員会

の報告を受け、協議・決定を行っていま

お客様からの各種CSRガイドライン準

災害リスクマネジメント

事態にあってもお客様に安定して製品を
初動体制および復旧体制の確立に努め
ています。

新型インフルエンザ封じ込め取り組み
2009年度春には、世界が騒然とした

静化に至りました。

メキシコ新型インフルエンザが発生、秋

日本では秋から冬にかけて、各地で

から冬にかけては日本でも大流行しま

集団発生し、学校の閉鎖などが起きまし

した。

た。アルパインでは、予防資材の斡旋を

メキシコ工場においては対策本部が

はじめ、入構時のアルコール消毒を徹底

設 置され 、連日の情 報収 集と社 員 /外

し、構内エリア別の罹患者数の把握と

部人員入構時の健康チェックを実施し、 情報公開を継続し、大量の感染なしに、

員会の組織体制を構築し定期的に従業員

万全の体制をとる一方、日本側対 策本

流行期を乗り越えることができました。

向けに情報セキュリティの教育

部との連絡もほぼ連日継続しました。関

企業として、未知のウイルスにどう挑む

係者の努力のおかげで、お客様へ届け

かの有効な実践 例とし、将来に備えて

る製品納期に影響を与えることなく、沈

いきます。

及び監査を展開しました。
アルパイン電子（中国）有限公司
大連開発センター 法務

孫瑛

アルパインの経営

アルパインの経営

適正かつ効率的に職務執行が行われる

監査役会
監査役4名
（社外監査役2名）

総
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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。
行動指針

アル パ イン の D N A
「新たな世界を描く創造力」
「夢の実現をあきらめない情熱」
「高いハードルと向き合う挑戦の心」
DNAを引き継いだ多彩な人材こそが、アルパイン製品の独創性の源です。

1975年

1981年

1989年

「アルパイン」ブランドで、高級カセット

世界初の「ジャイロケーター」を本田技研

C D 6 枚収 納で車室内設 置可能な、C D

デッキを輸出開始。車室内で最高の音響

工業(株)と共同開発。カーナビの原型とも

シャトル5952が大ヒット。より快適に便

体験を目指す挑戦がスタートしました。

いえる製品にいち早く取り組みました。

利にCDを楽しめる製品を実現しました。

創造・情熱・挑戦

世界初

Creation, Passion, Challenge
私たちは、
新たな価値の創造・ものづくりに
情熱を持って果敢に挑戦しつづけます。

2000年

1996年

1991年

フラッグシップモデル「A l p i n e F # 1

カーナビゲーションシステムNVE-N055V

世界 初 3 Dシャトル 5 9 8 0 、AVシャトル

Status」発売。自社のテクノロジーの粋を

がカー用品大賞受賞。正確な検索、ルー

2913発売。可動モニターを省スペースに

集めて、世界最高の車室内音響・映像体

ト案内で高い評価を獲得しました。

設計した独自性で大いに注目されました。

験の創造に挑戦しています。

世界初

アワード
受賞

アワード
受賞

個性の尊重

個 性 の 尊 重

個性の尊重

2005年

2008年

2009年

iPodを高音質再生するﾍｯﾄﾞﾕ ﾆｯﾄCDA-

車室天井にジャストフィットする、リアビ

「X08プレミアム」とお客 様のクルマに

9855Ji発売。
「用品大賞2005」大賞受

ジョン発売。リアシートで高品位な映像

最適な取付けを提案する「パーフェクト

賞。最新のデジタルオーディオをいちはや

を楽しみたいというニーズの高まりに対応

フィットシリーズ」を発売。音質や画質を

く車室内で楽しめるようにしました。

しました。

お客様の車種専用にフィッティングさせ
る初のソリューションを開始しました。

アワード
受賞
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アワード
受賞

15

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2010 / 2011

個性の尊重

個性の尊重

人 を 尊 び 、人 を 育 む

人 を 支 え 、人 を 活 か す

アルパインは、従業員のモチベーション向上や能力の開発に、

アルパインは、仕事においてもプライベートにおいても、健やかで、

様々な社内制度やイベントを通じて、取り組んでいます。

満足のできる生活をおくることができるよう、様々な支援を行っています。

社員の誇りと情熱

子育て支援

アルパインは、働きがいのある職場作

ワーク･ライフ･バランスの推進
社員が最 大限の能力を発揮するには、

従業員の健康管理

メンタルサポートの取り組み

従業員の健 康促 進を第一に考え、保

社会の複雑化、多様化により、業務・

りを目指し、従業員一人ひとりが向上心

充実した家庭生活や余暇を過ごすことが

両立がしやすい環境整備を進めています。

健師による健康相談の他、専門医やカウ

人間関係の悩みは誰にでも起きうるもの

を持って、より高い目標にチャレンジでき

必要であると考え、定時退社日の導入や

子女が満1歳に達するまでの期間について

ンセラーによるメンタル面のケアなど、細

です。アルパインでは、ストレスを貯め込

るよう「目標管理制度」を導入しています。

年次有給休暇の取得 促 進制度、社員が

休職できる育児休職制度の他、妊娠中の

やかな健康サポートを行っています。

んでしまう前に適切なケアをすることが

また、
「公正な評価・処遇」を重視し、一

それぞれの目的に合わせて活用できる多

女性や小学校4年未満の子女を養育する

また食品メーカーや社員食 堂の管 理

大切と考え、毎週3回、専門カウンセラー

人ひとりに結果のフィードバックと能力開

目的特別休暇制度等を設けています。社

社員が選択できる短時間勤務制度を設け

栄養士とのタイアップにより、健 康管理

による相談窓口を設置し、様々な相談に

発・成長を促すとともに、功績の著しい

内報における社員の趣味紹介や家族参

ており、多くの社員に活用されています。

イベントの開 催 やメタボリック対 策 メ

応じています。相談することで1人で悩み

従業員には、毎 年行われる創立記 念式

加型イベントの開催など、自己啓 発・余

ニューの考案を行い、社員を食生活面か

込むことを防いだり、適切なアドバイスで

典にて表彰を行っています。

暇充実支援を積極的に行っています。

らも支援しています。

気持ちの切り替えを促すなどの取り組み

アルパインでは、出産・育児と仕事の

■ 育
 児休職・短時間勤務制度の
取得者数推移（アルパイン単独）

2007年度 2008年度 2009年度

特許創出に貢献した従業員の表彰風景

952日

888日

1098日

取得人数

124人

128人

167人

全社員における
取得者の割合

9.2%

10.6%

12.2%

家族参加イベント
「ペットボトルロケットを空高く飛ばそう！」

アルパインでは、従業員が組織する労
働委員会と会社側とで定期的に連 絡 会
を行い、お互いの理解を深めながら、課
題の共有と解決に取り組んでいます。ま
た、定期的に「総合意識調査」を実施し、
従業員の意見や要望を吸い上げ、一人ひ
とりが生き生きと働ける職場づくりに努め
ています。

17人

れたトレーニングジムは夜間も利用可能

短時間勤務

ライバシーには十分配慮し、相談室もリ

3人

10人

14人

で、多くの従業員が運動不足の解消に役

ラックスできる環境を整えています。

立てています。
2009年度は、社内にトレーナーを招き、
数ヶ月にわたって継続的運動支援を行う

さらに管理職へはメンタル研修を実施
し、メンタルサポートに対する理解を深
めることにも取り組んでいます。

イベントも開催しました。

V o i c e

olumn

時間を意識して
集中して仕事ができるように

人を育てる 新入社員教育

従業員との相互信頼

をしています。気 軽に相談できるようプ

20人

個性の尊重

個性の尊重

育児休職

（アルパイン単独）
取得日数

福利厚生施設として事業所内に設置さ

11人

2007年度 2008年度 2009年度

■ 多
 目的特別休暇の取得状況推移

アルパインの新入社員教育は、その一

入社以来、育児休暇を2度取得しました。私

部を中国にて実施しています。この研修

の周りでも育児休暇を取る人が多く、当然

は、新入社 員にとって、ビジネスの基 礎

のようにこの制度を利用しましたが、職場の
サポートがあったからこそ1年間休職できま

だけでなく、異なる文化や価値観に対す

したし、休職後も以前のように仕事を続け

る視野拡大が重要との考えに基づき、日

ることができていると感じています。また、2

本・中国それぞれの対象者を一同に集め

人目が産まれてからは短時間勤務で働いて

て行います。研修の中心は、相互に異なる

いるのですが、以前よりも時間を意識して集

カウンセリング風景
トレーナーによる運動支援イベント

中して仕事をするようになりました。家事や

文化、考え方に直接触れながら、インター

育児にも余裕ができましたし、早く帰ること

ネットショップ立上げのビジネスモデルを

で子 供を通院さ

構築していくものです。開始時にはもどか

せる時 間もで き、

しさを伴うやり取りですが、一ヶ月間、異

有 効に活 用して
います。

文化の中で理解し、理解される訓練を重

保健師による面談

ねます。実体験を通じ、異文化理解を肌
で感じる機会を提供しています。
それぞれのメンバーは、将来一緒に仕

16
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事をすることと再会を約束し、帰国後、新
しい職場へ正式配属されました。

中国での新入社員合同研修

市販マーケティング部

利光 佐知子

17

いわき本社内のトレーニングジム
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ブランドに、クオリティへの想いをこめています。
コーポレートロゴマークにある５本線
（ファイブ・ストライプス）は、
最高のクオリティへのアルパインの想いがこめられています。
世界中のステークホルダーに価値を提供し、ご満足いただくための指針となって、
アルパインのすべての事業活動に息づいています。

アルパイン
5つのExcellence

企業ビジョン
ビジョンステートメント

最高のサービス体制／Service Excellence

アルパインは、
未来価値を創造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。

最高のパートナー／Partner Excellence

コーポレートメッセージ

最高の技術
理想を追求し一切妥協を許さない強いこだ
わり。他社の追従を許さない圧倒的独創性。
アルパインは、つねにお客様に最高の技術を
お届けします。

最高のマーケティング

18

最高の製品／Manufacturing Excellence
最高のマーケティング／Marketing Excellence

お客様の心を揺さぶる製品。ドライブの楽し
さを知り尽くしたアルパインだからできる最
高のマーケティングで、つねにお客様に魅力
的な商品をお届けします。

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2010 / 2011

最高の技術／Engineering Excellence

価値の創造

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。

最高の製品
圧倒的存在感で、見た瞬間、そして手にした
あとも続く感動。そして満足感。アルパイン
は、つねにお客様に最高の製品で深い感動
をお届けします。

最高のサービス体制
｢高品質｣こそが、最高のサービス。アルパイ
ンは過酷な車室内環境下でも、つねに安定し
た性能と高い信頼性を確保し、長く愛される
製品をお届けします。

最高のパートナー
お客様、お取引先、従業員、株主/投資家、
地域社会など、アルパインを支えて下さる皆
様と最高のパートナーシップのもと、つねに
お客様に喜ばれる製品をお届けします。

19
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価値の創造

価値の創造

安 全 ・ 安 心 なド ラ イ ブ の た め に
（ 研 究 開 発 活 動）

地 域 特 性 をとら え て

アルパインは、
「安全・安心なドライブを支援したい」との思いから、

アルパインは、世界中のユーザーが求める様々な快適さや便利さに対応するために、

これまでに蓄積してきた様々な固有技術を結集し、

その地域ならではの製品を提供しています。

DA（Drive Assist)の研究開発、商品化に取り組んでいます。

自動車は私たちの生活にとって、便利で

願いは快適な機能を提供するだけでなく、

■ 日本国内の年間交通事故死亡者数

アルパインは、14カ国に40を超える拠点

必要不可欠なものですが、日本政 府発表

すべてのドライバーに安全・安心をお届け

10

を持ち、世界中のお客様に製品を提供し

の統計によると、
日本の交通事故死亡者数

することです。視覚を必要としない機 器

8

ています。製品は地域ごと、国ごとに異な

は平成12年以降減少しているものの、現在

操作や死角を減らし、危険を事前にドラ

でも年間5千人もの方が亡くなっています。

イバーに伝える機能の提案に取り組んで
います。

り、製品開発においては、インフラ、文化・

4

言語、さらには法律など、地域の特性を踏

2

まえて、最適な価値を提案するよう努力し

︵千人︶

車載 機器メーカーであるアルパインの

6

0

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
出典：政府統計の総合窓口 E-stat

ています。
アルパインが世界中に提案している、
“地域に最適な価値”をご紹介します。



アルパインが取り組む研究テーマ
■ 純正ステアリング対応リモコン

上空から見ているかのような映像や、死角に
なりやすい部分の様子を表示。狭い場所で
の駐車時や周囲の安全確認に役立ちます。

オーディオをステアリングからコント
ロールすることで、前方から視線を外す
必要がありません。

ITを駆使した
マルチソース対応

高精度の道案内と
違和感ない車室作り

日本

IT先進国のアメリカでは、音楽を入手するに
も多彩なメディア、ソースに溢れています。そ
の中から好みの音楽を楽しむことができる
よう、iPod®/iPhone®とのリンクはもちろ
ん、インターネットラジオ “Pandora® “を直
接操作したり、HD Radio、SiriusやXMなど
の各種デジタルラジオにも対応したヘッドユ
ニットを提案しています。

狭い道路と交通渋滞の多い日本では、より
的確で迅 速な道案内が求められます。これ
に応え、ITSを活用し、ナビを超えた“情報ス
テーション”で、高精度な道案内を提供しま
す。また、取付けの見栄えを大切にする日本
の志向に合わせ、天井、ダッシュボードへの
車種別取付けセットを用意し、お客様の感性
に合った車室づくりを提案しています。

価値の創造

価値の創造

■ TOPVIEW®カメラ／MULTIVIEWカメラ

米州

North
America

Europe

Japan

欧州

■ 携帯電話リンク

■ 音声認識

ポケットにある携帯電話と車
載 機 器が 無 線で 通 信し、外
部の情報を入手。ドライバー
に役立つ情報を提供します。

ユーザーの声でオーディオが動作しますので、
ドライバーはスイッチ類を見ることなく運転
に集中できます。

20
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複数国家・言語への
きめ細かなサポート

多くの国家から成り立つ欧州地域では、各国
の言語・交通ルールなどに対応した製品が求
められます。アルパインのカーナビは、収録地
図は43カ国分、音声ガイドは30ヶ国語に対応
しています。Webサイトや取扱説明書などの多
言語対応も、欧州地域ならではの特徴です。

Asia
中国・ 車載機器マーケット
アジア 拡大の前夜
成長中の中国・アジアでは、自動車販売が好
調です。しかし一般の人々にとっては自動車
自体が高価なため、車載機器は普及価格帯
の製品が主流です。こうした中で、アルパイン
は、多くの人々にカーライフを楽しんでもらえ
るよう、搭載する機能の絞り込みと現地主導
の開発・生産で、低価格商品を提供していま
す。また中国向けのカーナビでは、手書き入
力やピンイン入力といった独自の入力方式に
対応するなど、地域に密着した商品づくりを
展開しています。

21

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2010 / 2011

価値の創造

お 客 様 のために

価値の創造

株 主・ 投 資 家 / お 取 引 先 の た め に

お客様に高品位で確かな製品をお届けするとともに、

株主・投資家の皆様やお取引先から信頼される企業を目指して、

お客様との良好な関係づくりに努めています。

コミュニケーションの充実に努め、企業価値の拡大を図ります

アルパイン品質の原点
米国市場に参入して間もない1981年、

魅力ある商品・
サービスの提供

製品品質の向上にむけて

IR活動の推進

株主の皆様への利益還元

●お取引先向け業況報告会
相互信頼による共存・共栄を目的に、
お取引先とのパートナーシップ強化に努

アルパインは、安全で高品質な製品を

株主・投資家の皆様に、アルパインの事

アルパインの歴史に残る重要な出来事が

を楽しんでいただきたい。アルパインでは、

お届けするため、グローバルに品質保証

業内容に対する理解を深めていただくた

元を経営上の重要課題と位置づけており、

北米、欧州地域においてそれぞれ年1回、

起こりました。

お客様の声を商品開発に反映するととも

体制を構築し、製品品質の向上にむけて、

め、業績や財務情報、将来の事業戦略な

連結業績をベースに「株主様への利益還

アルパインの業 況 報 告 会を開 催し、生

に、購入ご希望のお客様にも最適な製品

取り組んでいます。

どについて、適時・適切な情報開示に努め

元」
「競争力強化のための積極的な研究

産・販売状況ならびに購買方針の説明を

ています。

開発投 資や設備投 資」「将来の事業成

行い、相互理解を深めています。

まだ品質が不安定だった当時、アルパ

お客様一人ひとりに快適なカーライフ

業界標準の品質マネジメントシステム

アルパインは、株主の皆様への利益還

や取付情報をご紹介をしています。また、

が、「大事なカセットテープが出てこな

ご購入後も満足してご利用いただくため

ISO9001、ISO/ TS16949の認証を全世

また株 主・投 資 家の皆 様と双 方向コ

長に向けての内部留保」のバランスを考

い」と 腹を立て、製品を銃で撃ち抜き返

に、お客様に応じた各種情報をご案内し

界 の工 場で取 得 、更に米 国・欧 州・中

ミュニケーションを積極的に推 進する一

慮して利益配分を決定することを基本方

品されたのです。

ています。

国・日本に品質センターを設置し、よりお

環として、年2回のアナリスト・機関投資家

針としています。

私たちはこの出来事を教訓に、いかな

客様の近くで 迅 速に対応する体制を整

向け決算説明会の開催、Webサイトのリ

る時もお客様視点に立ち、品質第一でよ

備しています。また、製品開発においても

ニューアル、掲載情報の充実に取組んで

り良いモノづくりに努めていくことを決意

ITを活かしたDM（デジタルマニュファク

おります。Webサイトでは本年より決算説

しました。

チャリング）手法の活用や、品質工学を

明会の資料も掲載するなど、会社の目指

この製品は、アルパインの品質に対す

活用した製造工程、生産ラインの自働化

す方向と事業内容報告をより詳しくご紹

る考え方のシンボルとして、現在もいわき

など、高い信頼性と品質を確保すべく取

介致しております。

本社のショールームに展示されています。

り組んでいます。

今後も事業運営の説明責任を果たすこ
とを第一とし、広く株主・投資家の皆様に
アルパインに対するご理解を深めていただ

お客様への車種別情報ご提供例

けるよう努めてまいります。

お客様相談窓口の充実

ご意見
ご要望
苦情

「お客様の声」

「よくあるご質問」
「車種別取付情報」
製品開発

法令遵守

Legal
Compliance

パートナーシップを強化し
更なる環境対応へ
変化の激しい市場環境下、遵法・安全・環
境・社会貢献と企業への期待と責任は益々
高まっております。アルパイン様におかれま
快適で安全なるTransportationの実現にご
対応されておられます。当社もPartnership、
Communicationを基盤にBest Solution、

アナリスト・機関投資家向け決算説明会

TEL
FAX
E-mail

Open and Fair

しても更なる環境対応・Green調達の推進、

だける応対を心掛けています。

システム

V o i c e

公正

Environment
Friendly

客様一人ひとりに、より一層満足していた

お客様

■ アルパイン資材調達方針

グリーン調達

す。車 種 別のサポートやご提案など、お

お客様の声活用

日々の調達を行っています。

Partnership

４万件以上のお問合せが寄せられていま

社内配信・共有

アルパインは、社会的責任の実践を目
指し、以下の４つの資材調達方針を掲げ、

共存・共栄

ンター）には、電話、FAX、E-mailで年間

データベース化

●資材調達方針

► 投資家情報
■
www.alpine.com/j/investor

お客様相談窓口（インフォメーションセ

お問合せ

お取引先との
共存・共栄へむけて

価値の創造

価値の創造

インのカーステレオを購入されたお客様

めています。国内において年2回、中国、

VA提案を継続いた
します。

DB
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製品・サービスに反映

株式会社東芝セミコンダクター社
電子デバイス営業事業部
事業部長

福田 敏夫様
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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。

環 境 に や さし い 製 品 開 発
～カー ナビの 進 化 を は か る ～
アルパインは、エコドライブを支援する先進的なカーナビ開発に取り組みます。

カーナビによる環境負荷軽減

環境方針
基本方針
私たちは地球社会の一員として、
自らの責任において、
「はやい」
「かる
い」
「みえる」
活動を行ない、
環境対策と経営効率の両立を目指します。

行動指針
1．
「はやい」
ニーズへの対応
①国内外の法規はもとより、
自らの責任において基準を定め、
これを遵守
する。
②広く社会に目を向け、
環境保全に関するお客様や社会の期待を把握し、
それに応える。

2．
「かるい」
事業活動

●エコドライブを支援するカーナビ

排出量の抑制にもつながります。将来的

は、燃費の悪化や地球温暖化の原因とさ

には、社会インフラシステムとの連携によ

れるCO₂の発生に大きく関わっていると

り、更に高度な渋滞回避システムが研究

されています。

されており、カーナビの役割は益々高まる

アルパインは今後も、エコロジーなドライ

交通渋滞がガソリンの浪費につながる

と予想されています。アルパインは、先進

ブを支援するカーナビを開発していきます。

ことは、広く知られています。環境省によ

的なカーナビの開発を通じ、環境負荷抑

ると、交通渋滞などで、アイドリングを10

制に貢献していきたいと考えています。

分間続けると、130～140CCのガソリンを
消費すると報告されています。
アルパインが提供するカーナビは、渋

渋滞回避に加えて、アルパイン製品に

●カーナビ自体を、
よりエコロジーな商品に
車載機器において、重量の軽減、消費

はエコドライブを支援する多彩な機能を

電力抑制は、環境負荷の軽減のために重

搭載しています。

要な課題です。たとえば、最新のカーナビ

滞を回避し、目的地に最短時間で誘導す

お客様のクルマの燃費管理情報を表

では、記録媒体をHDD方式からメモリー

る製品です。走行ロスによる余分な燃料

示する他、ドライバーのアクセルワークを

方式に変更、Displayは高画質を実現しつ

消費を少なくするとともに、渋滞時の長

診断、採点表 示し、ドライバーの急な加

つLEDバックライト採用するなど、小型軽

時間のアイドリング等による余分なCO₂

速・減速を警 告します。急な加速・減速

量化、消費電力抑制を実現しています。

①軽量化、
化学物質の削減、
分解性の向上等により、
環境や安全に配慮し
た製品を開発する。
②汚染予防、
省資源、
リサイクル、
廃棄物削減等を通じ、
環境負荷の軽い
事業所を構築する。

3．
「みえる」
コミュニケーション

■最
 新型カーナビX088シリーズ｢エコガイド機能｣

社会への貢献

社 会への 貢 献

社会への貢献

V o i c e

①環境教育を通じ全社員の意識向上を図るとともに、
一人ひとりの自発的
活動を支援する。

環境にやさしい車載機器に
取り組み続けます。

②環境取組みの積極的な公開に努め、
社会との調和を図る。

お客様からも大変好評を頂いている日本

4．
環境保全体制と運用

国内市場向けのカーナビX08で先行採用し

①全社的な環境保全体制を整備し、
継続的改善や技術革新を推進する。

たLEDバックライトは、水銀を使用せず消

②具体的目標を定めた計画を作成し、
その達成の為に必要な経営資源を
割り当てる。

費電力も少なく環境に配慮しています。
その方 式を今 年より北 米 、欧 州のカー
ナビにも採用、また記録媒体としても従来
のHDDよりも小型軽量・省電力となるメモ
リー型のカーナビを米州で 発 売開 始、欧
州・日本でも今年導入していく予定です。
そのほかにも、CDプレイヤーなどのよう
な可動メカの無い、メモリー型に特化した
軽量なオーディオプレイヤーなど、今後も環

ドライバーのドライブ
スタイルを診断・採点
するエコガイド表示
燃 費
（Point）

お客様のクルマの燃費情報

走行区間
採点時

境を意識した商品を
企 画・開 発していき
たいと考えています。

良

普通

悪

100〜81

80〜21

20〜0

良好

普通

悪い

商品企画部
マネージャー

後藤 康之
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社会への貢献

環 境 に や さし い 製 品 開 発

社会への貢献

環 境 に や さし い 事 業 運 営

CO₂排出抑制へ貢献するより軽い製品づくりを進めています。

アルパインは、製品を開発・生産・販売する様々な過程において、
「環境へのやさしさ」を追求しています。

小型・軽量化と
出力アップを両立

アンプ製品の小型・軽量化と出力アップの
両立を達成しました。熱源周辺の設計工

デジタルマニュファクチャリング

夫と突起を排したシンプルなデザインによ

Made In Marketで
物流量の削減

■ 環
 境に配慮した事業活動の概念

包装の工夫による
環境負荷軽減

省エネルギー、省資源など

するのに比べ、①日本からの送付は現地

一部の製品に、車載機器メーカーでは

路や製品構造はもちろんのこと、素材や

今後もアルパインは更なる製品の小型

来廃却していた試作品を大幅に減らすこ

調達困難な部品のみ②部品のため、輸送

初となる空気梱包を導入したり、内部の緩

部品の選定に至るまで徹底的に吟味し、

化・軽量化にむけ、継続して開発に取り組

とができ、廃棄物の削減を実現しています。

容量を小さくできる③現地部品は短距離

衝材にエアークッションを採用しました。

軽量化を追求しています。

んでいきます。

お取引先

量と輸送距離を抑制することで、環境負
担の小さい製品の提供に努めています。

外装

お客様

廃棄物、CO₂削減など

輸送で済むというメリットがあります。輸送

2009年には、アルパインブランドパワー

アルパイン

廃却

標にしています。日本生産の完成品を輸送

試作レスを進めています。これにより、従

使用

ン技術や品質工学を活用することにより、

1Wあたり約26％の軽量化に相当します。

リサイクル

の出力アップも達成しました。これは出力

輸送
生産

抑制を図っています。

パインは、製品を小さく、軽くすることで、
クルマの燃費向上に貢献できると考え、回

設計

どを工夫することで、輸送時のCO₂排出の

資材調達

アルパインは、梱包材の構造や材質な

想の下、
「その地域で作り、販売する」を目

輸送
生産

アルパインでは“Made in Market”の思

ニュファクチャリングによるシミュレーショ

設計

製品の開発にあたっては、デジタルマ

の小型・軽量化を達成する一方、約20％

資材調達

り、旧モデル比、体積約20％、重量約10％

輸送
天然資源

車載機器の重量は、クルマの燃費に大
きな影響を与えるといわれています。アル

内部緩衝材
改善前

改善後

改善後

社会への貢献

社会への貢献

改善前

グリーン物流の取り組み

2006model PDX-1.1000
サブウーファー専用モノラルアンプ

2010model PDX-M12
サブウーファー専用モノラルアンプ

・定格出力：1000W
・サイズ：W257,H62,D192(mm)
・重量：3.41kg

・定格出力：1200W
・サイズ：W257,H50.8,D192(mm)
・重量：3.03kg

20%
Down

製品開発段階でのシミュレーション

ることで、物流過程でのCO₂削減に努め

鉛フリーはんだの採用
環境や人体への悪影響が懸念される鉛
を削減するため、アルパインでは2003年
に初めて鉛フリーはんだを採用した製品を

従来型

発売して以来、新規に開発した製品のほ

PDX-M12

製品や部品の輸送ルートの変更、積載
率の向上や、アイドリングストップを推進す

ぼ全てに鉛フリーはんだを採用しています。

ています。一部の区間では、
トラックから、
より環境負荷の少ない鉄道輸送への転換
を行いました。
また、従来、従業員一人ひとりが車を利
用していた関連会社間の移動に、シャトル
バスを導入しました。複数人が相乗りで移
動するため、ガソリンの使用やそれによる
排気ガスを大幅に削減しています。

環境配慮とコスト削減を両立

V o i c e

エアークッションは、当社が従来から採用し

品位には一切妥協しないスタンスで

ているダンボール緩衝材に比べ、衝撃吸収力が

アルパインブランドを代表するヒットモデルの

善を重ねて精緻を

後継ということで外観デザインの品位には一切

極めた外観デザイ

妥協しないスタンスで臨みました。

ンを実現すること
ができました。

外観デザインを両立するために、熱源周辺に熱

放熱部品で外観を構成するのは高品位デザ

26

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2010 / 2011

また、エアークッションは中に空気を入れる
だけですので、梱包作業も簡単になり、使用前
後は空気を抜けばスペースもとらず、

鉛フリーはんだ工程

在庫管理や輸送効率という点でも優
れています。
関係者一丸となって、材質や形 状

の直接放熱で効率を上げ、上面の肉厚を薄くで
きたことで、筐体の小型化を達成させました。

実現しました。

リサイクル性にも優れた環境に優しいものです。

アイドリングストップ

伝導の良いアルミ材を集中させ、製品側面から

度の変化が大きい国際輸送にも耐えうるものを

非常に高く、ダンボールの1/10の重量で済む上、

PDXシリーズのモデルチェンジに当たっては、 インとは相容れない難しさがありましたが、改

高効率回路による出力アップと小型化された

V o i c e

機構製品開発部

相見 悟

について試行錯誤を繰り返しながら、
衝撃だけでなく、輸送時の気圧や温

アルパイン中国開発センター

李強（左） 加藤幹雄（右）
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社会への貢献

近隣地域への配慮

環 境 に や さし い 事 業 所

省電力の取り組み

塗装工程で発生するVOC（揮発 性有

アルパインは、限りある資源の有効活用や廃棄物の発生抑制、
地球温暖化の主要因の一つとされているCO₂排出量削減に努め、

使用電力量やフロアの室温をリアルタイ

生産工程から発生する熱を事務所の暖

機化合 物）などによる悪臭や大型プレス

ムに把握し、空調およびその他関連機器

房に利用することで、冬季のエネルギー使

設備などから出る騒音の影響を軽減する

をコントロールすることで、効率的なエネ

用量を削減しています。

ため、洗浄設備の導入や防音対策に取り

ルギー使用を可能にしています。

組んでいます。

また、 断熱フィルムで建物の断熱能力

また、エアコンの効率運転のために、室

環境にやさしい事業所を目指しています。

ゼロエミッションの実現

熱の再利用

外機に水を利用し、冷却効果を高める省

を強化することにより、冷暖房効率を高め
ています。

エネ設備を設置しています。

通勤車輌のCO₂削減

クリーンエネルギーの導入

廃 棄 物の分別収 集 施 設「エコステー

アルパインは、
マイカー利用の通勤者が

地球温暖化の主要因の一つとされてい

ション」を設置し、従業員一人ひとりが分

多く、車輌から出るCO₂削減にも取り組ん

るCO₂の排出量を削減するため、アルパ

別を徹底することで再資源化を進め、4事

でいます。

インは、電力使用量をはじめとしたエネル

業所においてはゼロエミッションを達成し

2008年度のエコカー優先駐車場に続

ました。また、2006年から、特に廃棄物の

き、2009年度は、社内でエコカー展示、

発生抑制（リデュース）に注力し、製品や

試乗会を開催し、認識アップを図りました。

梱包材の小型・軽量化や試作品の削減な

エコカー通勤者が増加し、優先スペースを

どに取り組んでいます。

拡大する計画です。自転車通勤者も増加

ギー使用量の削減に取り組むと同時にク

洗浄設備

電力集中管理システム

廃熱利用設備

プレス機の防音対策

省エネ設備

断熱フィルムを貼ったガラス面

リーンエネルギーの導入を始めました。

し、駐輪場を拡充しました。
社会への貢献

社会への貢献

詳細な環境パフォーマンスデータはこちらへ

► CSR/環境 www.alpine.com/j/csr/enviro
■

エコステーション

olumn
エコカー優先の駐車場

生物多様性を通して考える、アルパインの多様性
太陽光発電パネル

環境取り組みに対する
自治体からの表彰
アルパインは、福島県が主催する福島議
定書事業に参加しています。2009年度には、
オフィス部門でアルパイン技研（株）が、製
れ優秀賞を受賞しました。

福島議定書表彰式

アルコム・メキシコでは、環境保護への取
り組みが地元政府に評価され、
「環境保護
に貢献した企業」
として認定されました。

28

では、敷地内の身近な生物たちを知ろう

全」とは、お互いを認め、必要な量だけ活

と有志による「親子生き物探索会」を実

用し合い、共存していくことです。
業の多様性」と重ね合わせて、その両方

程度でしたが、落ち葉の中、木の穴、雑

を大切にしています。グローバルに文化・

木林、池や水溜りに、
「ここにこんな生き

価値・習慣・人種が交わる自社の多様性

物がいたのか」と新鮮な発見がありまし

こそが、幅広い考え、意見を生み出し、環

た。参加した子供たちは、生き物探しを

境変化に対応する免疫力として機能する

十分満喫し、
「また是非やりたい」と口に

と考えるからです。
アルパインは世界中のお客様、お取引

2010年は国際生物多様性年に定めら

先、株主、従業員、地域社会の多様性を

れ、
「生物多様性の保全」が広く提唱さ

「保全」しながら、事業環境の変化を乗

れています。
「生物多様性」とは、地球上

り越え、豊かな明日を提案し続けます。

のさまざまな環境変化に対して、生態系

表彰状授与式

アルパインは、
「生物の多様性」と「企

観察することができた生き物は20種

していました。

【海外】

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2010 / 2011

を維持するための免疫システムです。
「保

施しました。

【日本】

造部門でアルパインテクノ（株）が、
それぞ

2010年4月、アルパインいわき事業所

親子生き物探索会の様子
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社会への貢献

地 域 の 一 員 とし て

会社DATA

アルパイン株式会社
設

アルパインは、グローバル企業として、
世界各地の地域の皆様との共存を目指して、積極的に交流を深めています。

地域との対話・交流の推進

リサイクル・スピーカー作り
体験教室

アルパインは、企業活動を支えて下さっ

毎年、
いわき市主催の環境展にて、使用済

ている自治体・地域の皆様との関わりを

みペットボトルを利用したスピーカー作り体

大切にし、持続的に良好な関係を築いて

験教室を開催しています。
リサイクルの大切

いくため、地域との対話や地域行事への

さや、
ものづくりの楽しさを伝えています。

参加、事業所でのイベント開催など、地域

olumn

立

資

本

金

259億2,059万円

社

員

数

10,913名（連結ベース 28社合計：2010年3月31日現在）

事

業

内

容

車載音響機器事業、車載情報通信機器事業

株

式

上

場

東京証券取引所市場第一部

会社が発行する株式の総数

160,000,000株

発 行 済 株 式 総 数

69,784,501株

本

東

社

次世代を担う
人材の育成支援
アルパインは、社員以外に対しても、

京：〒141-8501 東京都品川区西五反田1-1-8
電話：03（3494）1101（代表） FA X：03（3494）1109
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） FA X：0246（36）6898

学ぶ機会を提供しています。アメリカ
現地法人では、長野県からアメリカ研

ばたく生徒たちに熱いエールを送りま

グループ従業員やその家族だけでなく、地

常務取締役
梶原 仁

した。
また中国現地法人では、2004年よ
り、大連地区の大学において「アルパ
参加した子供の様子

社会奉仕活動に対する
特別休暇
アルパイン・アメリカでは、社会奉仕活動
の実施を申し出た社員に対し、年1日の特

代表取締役会長
石黒 征三

インクラス」を開講、学生の専門技術

代表取締役社長
宇佐美 徹

の育成に取り組んでいます。2009年
度は、大連理工大学、大連交通大学、
東軟信息学院、日中友好大連人材育
成センターでこのような育成クラスを
開講しました。

取締役 片岡 政隆
相馬 聡
堀 重和
小林 俊則
遠藤 浩一

売上高
（連結）

経常利益（連結）

単位：億円

単位：億円

3,000
2,539

2,650

120
2,520

別有給休暇を付与し、必要な経費を支給

2,500

する制度があります。社員はこの制度を活

2,000

用し、地域の児童に本を朗読したり、中学

1,500

60

校で自らの体験談を交えた講話を行って

1,000

40

生徒 達を激 励するなど、積極的に社会奉

500

20

0

0

仕活動を行っています。

社員約50名がボランティアスタッフとして

アメリカ現地法人での高校生の受け入れ

大会運営をサポートしました。

1,685

07/3

08/3

常務取締役
森岡 洋史

監査役 田中 統治
倉島 要
吉野 賢治
米盛 泰輔
（2010年6月24日現在）

120
104

100
1,966

06/3

常務取締役
中村 一男

会社ＤＡＴＡ

社会への貢献

域住民の皆様にも参加いただいています。

た「いわきサンシャインマラソン」に協賛し、

1967年5月10日

についての講義等を行い、未来へ羽

いわき本社で開催される｢夏祭り｣には、

2010年2月に福島県いわき市で開催され

日

ました。会社紹介や日米文化の違い

めています。

地元マラソン大会への協賛

月

修に訪れた高校生の受け入れを行い

の皆様との交流・ふれあいを積極的に進

夏祭り

年

09/3

10/3

年/月

80

-20

従業員数（連結）

64

09/3
06/3

07/3

08/3

8
10/3

年/月

-40

単位：人

△50

15,000
12,456

12,000

13,403
11,573

9,860

10,913

9,000
6,000

大連地区の大学での
「アルパインクラス」
マラソン大会でのボランティア活動

地域の子供達と交流する社会奉仕活動

3,000
0

06/3

07/3

08/3

09/3

10/3

年/月

30

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2010 / 2011

31

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2010 / 2011

www.alpine.com

本誌はFSC認証紙を使用しています。

