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編集方針

　アルパインは、コーポレートメッセージとして「モービル
メディアの未来価値へ」を掲げ、車社会発展への貢献を目
指して、様々な活動に取組んでいます。
　この冊子は、そうした取組みを各ステークホルダーの皆
様により深く理解していただくために作成しました。事業
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をひとつにし、アルパイ
ンが事業活動を通じて、人や社会、地球環境とどのように
関わっていこうとしているかを紹介しています。
　内容については、アルパインの企業としての価値観を、よ
り力強く具現化するという決意をこめて、「アルパイン企業

理念」—個性の尊重、価値の創造、社会への貢献—に沿っ
た構成としています。そして、従業員が主役となった事業活
動をさらに熟成させていこうという想いから、世界各地の
従業員のメッセージを伝える様々な記事を掲載しています。
また、アルパインのCSR活動の具体的な成果を、メーカー
としての第一の責務であるものづくりを通してお伝えしたい
という考えから、「商品開発を通じた挑戦の歴史」（20Ｐ）や、
「バリューチェーン全体での環境負荷低減への取組み」
（26Ｐ）について、深く掘り下げて紹介しています。
　アルパインの現状と目指す未来を、多くの皆様に知って
いただく媒体になればと願っております。

● 対象範囲 
・対象範囲：連結28社 
・対象期間： 2010年4月1日～2011年9月30日

● 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 
2012年6月を予定しています。

CSR情報について

（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。

アルパインにとっての重要性 高い

社
会
の
関
心

高
い

Webで報告

本冊子で報告

詳細の情報
コーポレートサイト
http://www.alpine.com　

ダイジェスト情報

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。
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　世界に目を向けると、自動車業界の環境は、リーマン

ショックから一時回復の兆しを見せた欧米市場が景気

低迷により先行きが不透明になっており、予断を許さな

い状況にあります。一方、新興国市場は、その勢いこそ

弱まったものの着実な成長を見せています。新興国の

発展は、大きなビジネス機会であると同時に新たな相

手との競争というチャレンジをもたらすでしょう。その

競争は多くのイノベーションを生み出し社会の発展に

大きく貢献するものと考えております。

　かねてからアルパインでは、“Made in Market”を掲げ

戦略的にグローバル展開をしております。各国の開発･

生産･販売拠点と日本本社とを結び、それぞれの地域に

とって最適な価値の提供を目指しております。特に世界

№１の自動車市場となった中国においては、開発から生

産までを現地で行なう一貫体制を他社に先駆けて整備

し、ビジネス拡大とブランドの高揚に努めております。

　通信技術の急速な発達によって、ITS技術を活用し

たドライバーへの適切な情報や車外との接続によるエ

ンターテイメントの提供が可能となりました。これによ

り弊社の製品は、単なるカーオーディオ･カーナビゲー

ションから、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。この変化は、私たちにとってチャ

ンスであり、今後もドライブシーンにおけるさらなる安

心、安全、快適を提供してまいります。

　地球温暖化への取組みは、ハイブリッドカーや電気自

動車などの普及に見られるように、私たちの生活におい

ても一層身近なものとなってきました。アルパインでも、

「グリーン戦略」の取組みにおいて、電気自動車に対応し

たカーナビゲーションを開発しスマートシティの実証プ

ロジェクトに参画。また、製品の大胆な軽量化による環

境負荷低減にも取組んでおります。環境対策は、次世代

の車社会をつくるメーカーとしての重要な責任として

捉え、今後もさらに技術革新を目指してまいります。

　こうした事業環境を踏まえ、アルパインは次の時

代に向けた成長戦略として、事業ドメインである、

AVNCD（※）戦略を筆頭に、アライアンス戦略（国内外企

業との提携）、リンク戦略（通信技術活用によるソリュー

ション提供）、グリーン戦略（環境取組み）の４つからな

るビジネス戦略を定め、これらを融合した製品を提供

することで、安心、安全、快適なモビリティ社会の発展に

貢献してまいります。

モービルメディアの未来価値へ　
　アルパインはコーポレートメッセージに「Driving 

Mobile Media Solutions モービルメディアの未来価値へ」

を掲げています。これは、常に時代をリードしお客様に喜

びをもたらす価値を提供し続けるという意思表示です。

　私たちは企業理念「個性の尊重」「価値の創造」「社会

への貢献」を具現化することが企業の社会的責任を果

たすことであると定めています。このことから、アルパ

インでは会社案内とCSRレポートをひとつの冊子にま

とめております。

　現代社会において、私たち企業が果たすべき責任は

より大きくなっていると考えます。アルパインは、これま

でのグローバルビジネスを通じて、複雑で多様な価値

観を尊重する重要性を経験してまいりました。本冊子に

おいてアルパインの取組みの一端をご報告いたします

ので、ぜひご一読いただき、忌憚のないご意見をいただ

ければ幸いに存じます。

　今後ますますの努力をお約束し、ご挨拶といたします。

2011年9月

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

アライアンス戦略

グリーン戦略

リンク戦略AVNCD戦略
成長戦略
『攻め』
商品創出

経済情勢とアルパインを
取り巻く環境変化

　初めに、このたびの東日本大震災により亡くなられた

方のご冥福をお祈り申し上げますと共に、被災された

皆様に心よりお見舞い申し上げます。

　福島県いわき市にあるアルパインの本社や国内工場

も大きな被害を受けましたが、皆様からの暖かいご支

援により早期復旧を果たすことができました。ここに改

めてお礼申し上げます。私たちは従来から事業継続計

画（Business Continuity Plan）の構築に努めてまいりま

したが、今回の災害を機にリスクマネジメントの仕組み

を再確認し、ステークホルダーの皆様にご心配をおか

けしない体制を再構築しております。復旧活動を通じ

て再確認された社員・地域との絆を一層強めながら全

社一丸となり、さらなる成長を目指してまいります。

代表取締役会長

持続的なモビリティ社会の実現に向けて

代表取締役社長

トップメッセージトップメッセージ
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P r o d u c t s P r o d u c t s

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。
　アルパインは、感動をお届けする車載機器専業メーカーと
して、車室内における最高のサウンド体験を追求。長年蓄積し
てきたノウハウと技術により、常にファーストワン（業界一、業
界初）を目指した製品づくりを追求しています
　技術の発展が目覚しい今、音楽を楽しむための新しいス
タイルが日々世に出ています。アルパインは時代の流れとと
もに、どんなスタイルにも適応する製品を次々と生み出して
います。その取組みの一つがPandoraやSiriusXMを楽しめる
ヘッドユニットです。
　また、ツールが変わろうとアルパインが創業時から求め続
けてきた「いい音」の実現という信念は一切揺るぎません。
　アーティストが込めた楽曲への想いをあますことなく
忠実に再現するアルパインサウンドフィロソフィー『Artist 

intended』。このフィロソフィーのもと、プレミアムサウンドシ
ステムをはじめとした製品をプライドを持ってグローバル市
場に送り出しています。お客様の大切なお車一台一台の特性
に合わせた音づくりを可能にする最先端のデジタルプロセッ
シング技術を搭載。音響空間としては非常に過酷な車室内環
境においても、アーティストの息使いを感じる臨場感と迫力
あふれるサウンドを創造します。
　アルパインはまた、環境対応車両に求められる、超小型・軽
量・高効率を実現するサウンドユニットの開発にいち早く着
手し、高音質思想はそのままに最適なサウンドシステムを追
求しています。車に求められる変化に即応しながら、先進の音
響技術への挑戦と、理想の車室内サウンドシステムの追求に
より、お客様の期待を超える喜びを提供します。

CD MP3/WMA/SriusXMレシーバー
CDE-124SXM

業界初Sir iusXM新チューナーに対応した
ヘッドユニット

車載音響機器事業

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。
快適で安全なドライブの世界を広げます。
　オーディオ、ビジュアル、ナビゲーション、通信機能、さらに
はドライブアシスト（安全運転支援システム）まで、ユーザー
ニーズの多様化とともに車室内システムは大きな広がりを見
せています。
　アルパインは、各分野の最先端技術と車の機能融合を図
るシステムインテグレーターとして、世界の主要自動車メー
カーから支持をいただいています。
　そして、アルパインは、新たな価値を提供する製品づくり
を、自身の存在意義としてとらえています。2010年も、従来の
常識にとらわれない、様々な製品を発表しました。国内市場で

発売した大画面HDDカーナビゲーションもそのひとつです。
お客様の声を参考に生まれたBIGXは８型大画面という特徴
を活かして、ナビゲーションとAVソース（地上デジタル放送や
DVDビデオなど）との２画面同時表示を実現。それまでのスタ
ンダードである７型サイズでは見にくかった映像を、８型大
画面でより見やすく表示するという提案を行ないました。
　また、接近する障害物を視覚と音で警告するアラート機能
を搭載したアクティブビューカメラも、車載カメラの新たな魅
力を表現しています。安全・安心なドライブのサポートをさら
に強化する製品として高く評価されています。

セパレート２ウェイスピーカー
DDL-RT17S

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

デジタルパワーアンプ
PDX-M12

コンパクトデザインで圧倒的なパワーとサウ
ンドクオリティを実現したデジタルアンプ

HDDカーナビゲーション
VIE-X088V

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

10.2型LED WVGAリアビジョン
TMX-R2200MG

マグネシウム合金採用により、従来比約50％
の軽量化

アクティブビューカメラ
HCE-C300R

４アングルビューモードで幅広い映像を表示
する最先端カメラシステム

車載情報通信機器事業

事業紹介事業紹介
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グローバルSMD体制で、世界の市場に展開。
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。
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。

Japan

North America

Europe

Asia

�7 H S �アルパイン中国（北京） 8 D �東軟集団股份有限公司

2 M �アルコム・メキシコ�1 H S D �アルパイン・アメリカ（L.A.）

12 M �アルパイン・マニュファクチャリング

�3 S �アルパイン・U.K.

6 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）

�4 S D �アルパイン・ドイツ（シュトゥットガルト）

9 S �アルパイン・インド

�5 H S �アルパイン・ヨーロッパ（ミュンヘン）

�11 H S D �アルパイン本社

�10 H S �アルパイン・アジア・パシフィック

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

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

国内子会社・関連会社海外現地法人・合弁会社

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

統括拠点（Headquarters）

販売拠点（Sales Base）

生産拠点（Manufacturing Base）

開発拠点（Development Base）

H

S

M

D

アルパイングループアルパイングループ
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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。
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、
着実な前進を図っています。

1.企業理念

2.企業ビジョン

3. 行
動
指
針

4.中期事業計画／事業予算

5.経営管理／マネジメント

6.日常業務

従業員全員が
共有する
行動基準

1.企業理念

2.企業ビジョン 3.行
動
指
針4.中期事業計画／事業予算

5.経営管理／マネジメント

6.日常業務

企業が永続していくための
不変の価値

到着すべき
目標／姿

  経営戦略
計画・目標

目標と
実績の比較

日常活動

市
場
／
環
境
変
化

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。

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。
‐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‐

　福島県いわき市に主要拠点を構えるアルパインは、

このたびの東日本大震災において甚大な被害を目の

当たりにしました。多くの社員が、企業は社会に対して

何ができるのか、ステークホルダーの皆様にご心配を

かけないためにはどうすればいいのか、ということを

自らへ問いかけたことと思います。企業と社会は深く

関わっており、私たちは常に企業の社会的責任の意味

を企業活動全体の視点で捉えていかなければならな

いと改めて感じました。

　アルパインではCSRを「企業理念を具体化するため

の経営活動そのもの」としています。企業理念は、アル

パインが永続していくための不変の価値であり、①個

性の尊重 ②価値の創造 ③社会への貢献という三つの

理念から構成されています。つまりアルパインの経営

活動をご理解いただくことがアルパインのCSRをご理

解いただくことだと考えております。

　同時に私たち企業が成長していくためには、お客様、

株主/投資家、お取引先、従業員、地域社会など様々な

ステークホルダー（利害関係者）の皆様の期待や要望

にお応えし相互理解を深めていかなければなりませ

ん。そのためには私たちは皆様に対して説明責任を果

たすことが重要と考えます。

　ステークホルダーの皆様と相互理解を構築するた

めには、世界中の社員一人ひとりが、「企業と社会のつ

ながりとは何か」という問いかけを胸に持ち続け、日々

の活動に取組むことが必要となります。

　アルパインの社会的責任の水準を決定するのは、経

営陣を含む従業員の意識の総和だと考えます。そのた

め、社員には「自覚と倫理観をしっかり持って行動して

もらいたい」と強く願っています。

　時代とともに社会の企業に対する見方も変化して

います。ただ商品やサービスを生むだけではなく、生み

出したモノや企業という存在自体をどう世の中へ生か

すことができるかということが同時に問われるように

なりました。社会における自分たちの存在意義を追及

し続け、変化に柔軟に対応することができてこそ社会

に責任を果たすことができると考えます。アルパイン

は社内全体の意識の推進を図り、さらなる深耕に努め

てまいります。今後とも皆様の温かいご支援を賜りま

すよう、宜しくお願いいたします。

CSR委員長…常務取締役……梶原 仁

アルパイン企業理念 アルパインにおける経営サイクル

いわき本社／製品評価のためのテストコース

アルパインの経営とCSRアルパインの経営とCSR
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　アルパインは、経営上の意思決定、職務執行の監視･監査機
関として取締役会を設置しています。取締役を機能別に設置
し、経営責任の所在を明確にすることで適正かつ効率的に職
務執行が行われる体制をとっています。
　また、アルパインは取締役会を監査する機関として監査役
会を設置している監査役設置会社です。経営の健全性を守る
ために、経営面、会計面、法務面等から監査を実施しています。

　従業員が日常的に心がけるべき遵守事項を「倫理指針（ア
ルパインの十戒）」として定め、世界中の拠点において周知を
図っています。日本･米国･中国においては、全社員及び協力会
社社員から倫理問題や反社会的行為などの相談を受け付け
る社内通報制度「倫理ホットライン」を設置しています。この
窓口は、相談者が不利益を被ることがないよう社内規定で保
障されており、問題の早期発見と迅速な対応に成果をあげて
います。2010年度は4件の相談がありました。

コーポレートガバナンス体制

　アルパインは、内部統制システムを経営の健全性、業務の
適正を確保するためだけのものではなく、業務の有効性や効
率性の向上を図る機会と捉えています。
　2011年度は、さらなる企業体質の強化に向けた内部統制シ
ステムの改善活動を推進します。 

　アルパインでは自社を取り巻くあらゆるリスクを分析し、
事業の信頼性と継続性の確保に取組んでいます。「災害リス
ク」「感染リスク」「事業リスク（財務･労務･政治）」「情報管理」
を対策の柱に位置付け、問題発生を未然に防止、また発生し
た場合でも被害を最小限に抑えるよう努めています。 
　いかなる緊急事態が生じた場合でも、従業員とその家族の安
全を確保するとともに、お客様への影響を最小限にとどめるた
め、事業継続計画（Business Continuity Plan）の環境変化に対
応した見直しを図っています。実効性のある計画策定、初動体
制および復旧体制の確立が迅速に行なえるように取組みます。

内部統制システム

信頼される企業であり続けるために
企業の経営の健全性･透明性を高め、公正な事業活動を行うことが最も基本的な責務であると考え、
コーポレートガバナンスの強化に努めています。またガバナンスの徹底のため、
コンプライアンスやリスクマネジメント等の施策を着実に進めています。 

　アルパインではあらゆる災害を想定し、災害対策本部
を常設、グローバル予防対策を策定しています。東日本大
震災では、災害対策本部を中心に震災後の対応策が迅
速に打ち出され、すばやい事業の復旧を可能にしました。
さらにグループ会社同士の連携・支援や社員同士の情報
共有をスムーズに進め、復旧に必須となる協力体制の構
築に貢献しました。
　また、アルパインでは災害時に初動対応を行う「自衛消
防隊」を組織しており、安全衛生点検や消火･応急救護･
避難誘導等の訓練を定期的に実施しています。
　今回の災害では、自衛消防隊の活躍により、震災直後
のパニックを防ぐことができ、被
害を最小限にとどめることがで
きました。この震災の経験を基
に、より強固な災害対応体制を
構築していきます。

C o l u m n

災害リスクマネジメント ～東日本大震災において～コンプライアンス体制

リスクマネジメントの取組み

人
個人情報 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

物
製品の安全 製品の安全性・品質に十分配慮する
環境への配慮 環境に十分配慮する

財
産

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

情
報

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

取
引

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

アルパイン倫理指針（アルパインの十戒）

代表取締役社長

CSR委員会

業務執行
部門

業務執行
部門

業務執行
部門

内部統制部会

選解任

通報

選解任忠実義務
善管注意義務

出席・
意見陳述義務

監督・監査

選解任

RC委員会

情報管理部会

地域・社会貢献部会

災害対策本部

環境管理委員会

調達部会

会計監査人

株 主 総 会

監査役会
監査役4名

（社外監査役2名）

倫理ホットライン 内部監査室

自己チェック（CSA※）

取締役会
取締役11名

※Control Self Assessment

コーポレートガバナンス体制図 （2011年6月現在）

　アルパインは「資材調達方針」をもとに、世界中で調達活
動を展開しています。自社の事業活動に留まらず、サプライ
チェーン全体でCSRを推進するという観点から、社団法人 電
子情報技術産業協会(JEITA)の「サプライチェーンCSR推進
ガイドブック」に準拠し、お取引先様とともに企業の社会的責
任の推進に努めています。また、信頼関係を深めるために、お
取引先様との「業況報告会」（国内、年2回/中国、北米、欧州地
域、各年１回）を開催しています。 

　アルパインはお取引先様との強力な連携のもと、環境に優
しいものづくりを進めています。2010年度までにすべてのお
取引様にISO14000を取得いただきました。さらに2011年度
は、日本自動車部品工業会（JAPIA）が推奨する基準に則り、材
料や含有物質の調査をより詳細に行なっていきます。

　アルパインは、「情報セキュリティ教育の支援」「情報管理状
況の調査」などを通じて、お取引先様における情報管理レベ
ルの向上に取組んできました。2010年8月からは定期的なお
取引先様訪問によるフォローアップを実施しています。2011
年度は、新規取引先様が加わる際の情報管理に関する仕組み
定着に注力していきます。

サプライチェーン全体でのCSR推進

　アルパインでは、会社の業況や活動、考え方をお伝えする
場として年２回のアナリスト、機関投資家向け決算説明会を
開催しています。また報告書として、国内向けに３月と９月に
アルパインレポート（決算報告書）を発行。海外投資家向けに
は年に１回Annual Reportを発行して詳細な事業、財務報告を
行なっています。加えて、投
資家の皆様のための様々
な情報をWebサイトにて
随時公開し、タイムリーな
情報発信に努めています。

　アルパインでは、株主の皆様への利益還元を経営上の重要
事項と位置付けており、連結業績をベースに「株主様への利
益還元」、「競争力強化のための積極的な研究開発投資や設備
投資」、「将来の事業成長に向けての内部留保」のバランスを
考慮して利益配分を決定することを基本方針としています。
2010年期末配当金は1株につき10円としました。これにより、
年間配当金は20円となっています。

積極的なIR活動の推進

健全な企業経営のために
企業経営は、多くの皆様との信頼関係を基に成り立っています。
アルパインは株主･投資家の方々、お取引先様とのコミュニケーションを
大切にしながら企業としての責任を果たしていきます。 

地球環境に配慮した調達

取引先と一体となった情報セキュリティ管理

バランスを考慮した利益配分方針

　アルパイン様には、Face…to…Faceでお話を伺う機会
を多くいただけるなど、投資家を大事にしている印象を受
けており、信頼を置いております。
　また、今回の大震災からの迅速な事業復旧に見られる
ような、経営陣と従業員の連携に感銘を受けております。
　今後もこれまで確立してこられた事業優位性を活かし、
強力な連携を基に新興国市場への
さらなる注力を深め、モービルマル
チメディア市場で一層の躍進をされ
ることを期待しております。

C o l u m n

経営陣と従業員の連携に感銘

いちごアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長…

スコット ･ キャロン氏

アルパイン資材調達方針

公正
Open and Fair

法令遵守
Legal

Compliance
グリーン調達
Environment
Friendly

共存・共栄
Partnership

自衛消防隊の訓練

2010年度 決算説明会

アルパインの経営とCSRアルパインの経営とCSR
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車載機器のクラウド革命を起こす

社内コミュニケーションを活性化させる

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。
様々な個性が相乗効果を発揮しながら、
それぞれの力を同じベクトルへと収束することが、
企業成長への推進力を生み出します。
アルパインは、品質や技術、地球環境、
そして人への想いを共有しながら、
多様な個性がそれぞれの目標や責任の実現に挑戦しています。

世界一のメーカーになる

宇宙船に搭載される製品をつくる

カーナビ・カーオーディオで名実ともにNo.1に

ビジネスを生み、育て、守る

すべての乗り物にアルパイン製品を

一人はみんなのために、みんなは一人のために

成長の種を自ら蒔いて刈り取ろう

変化に屈せず会社も自分も変化を続ける

A:受賞　L:永続的に　P:完璧　I:独創的にＮ:新しいチャレンジ　E:積極的に

品質No.1企業に タイがアルパインネットワークをつなぐ力になる

ラテンアメリカで新規ビジネスを獲る

オーストラリアNo.1 みんなに愛されるブランド

子供達が「自分も働きたい」と思う会社に

世界の模範工場をつくりあげたい

ヨーロッパNo1ブランドを目指す

たゆまぬ新技術の追求で車載業界を引っ張っていこう 女性バイヤーの底力でアルパインを盛り上げる

グローバルネットワークを活かそう
困難に負けない企業になる

グローバルサクセス企業になる

強いディーラーネットワークでオーストラリアNo.1に

30年後も強い企業に、そして環境にやさしく

個性の尊重
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一人ひとりの個性が輝くために
アルパインでは心身の充実があってこそ個人の能力と個性を発揮できると考え、
様々な支援をおこなっています

ワークライフバランスの重視

　すべての社員が仕事も仕事以外の時間も充実させること
ができる。それが私たちの職場環境に対する基本的な考え方
です。そのため定時退社日の導入や年次有給休暇取得の促
進、多目的特別休暇制度の策定をしています。アルパインはプ
ライベートの時間を利用してボランティアやリフレッシュを
したり、夢の実現を目指す社員を応援しています。

　アルパインでは個人のライフステージに合わせた働き方が
できるように環境整備を進めています。子育てをする社員の
ための産前産後休暇や育児休暇はもちろんのこと、子女を養
育する社員向けに短時間勤務制度を設けて支援しています。
また、介護の時間が必要な社員に対しては、２つの種類（有給
･無給）の介護休暇を設けて、柔軟な働き方ができるような仕
組みを整えています。

社員が成長する場であるために
アルパインは、会社を働く場所としてだけでなく、
様々な人々が集まる場所であり、人から多くのことを学ぶ場でもあるととらえ、
社員がお互いに成長できる機会を積極的に設けています。

　アルパインは世界で活躍する人材を育成するため、会津大
学・中国の東軟信息学院と「IT人材育成モデル」協定を締結し
ました。これは海外から学生を日本の大学に招き、高度なIT技
術と日本語を学んでもらい、その後企業においてインターン
シップを受け入れるプログラムです。今後は世界中でこのプ
ログラムを行い、
人材育成とビジ
ネス拡大を両立
していきます。

　社員のみで構成される労働委員会では、社員が自ら考え行
動し、ステップアップすることを目指して、活動、支援を行っ
ています。
　その一例として、サッカー大会やフリークライミングなど
様々なスポーツイベントを開催しています。社員の家族が参
加できるイベントも多くあり、家族を含め多くの人々が交流
する場となっています。座禅教室や経営理解講座などの学習
教室も開催しており、生き方のヒントを見つけたり、新たな趣
味を見つけたりするきっかけとなっています。
　社外から講師を招くことも多く、2011年２月には、アテネ
五輪メダリストの武田美保さんを招き、社員のモチベーショ
ンアップに繋が
る目標達成につ
いての講話をい
ただきました。

多目的特別休暇の取得状況 （アルパイン単独）

育児休職・短時間勤務の取得者数推移 （アルパイン単独）

2008年度 2009年度 2010年度

取得日数 888日 1098日 742日

取得人数 128人 167人 166人

全社員における取得者
の割合 10.6% 12.2% 11.7%

2008年度 2009年度 2010年度

育児休職 20人 17人 9人（うち男性２人）

短時間勤務 10人 14人 6人

　アルパインは会社の資本である従業員の心身の健康を一
番に考えています。定期健康診断や保健師による健康相談は
もちろん、福利厚生施設として事業所内にスポーツジムを設
置することにより、社員の健康維持に協力しています。
　また、日々の仕事の中でストレスを感じる社員は少なくあり
ません。アルパインではそのストレスを軽減するために、週三
回、専門カウンセラーによる相談窓口を設けています。個人の
精神的負担を和らげると同時に、個々のカウンセリング内容
から、社員全体が抱える問題の傾向を探り、会社全体の対策
を講じ、社員にとっ
てより働きやすい
環境づくりへと結
び付けています。

　社員の会社への意見を吸収するため、日本、イギリス、ドイ
ツなどのオフィスでは全社員を対象に「総合意識調査」を実
施しています。匿名で実施するため、会社にとっては社員の本
当の満足度を計るための、社員にとっては率直な意見を伝え
るための効果的なツールとなっています。調査結果を見ると、
会社への満足度
は向上しています
が、表面化した改
善点をもとに更に
働きやすい職場
を目指します。

カウンセリングの様子

　社員の成長なくして企業の成長はありえません。アルパイ
ンは、人材育成を最も重要なことだと考え、年に二回、次世代
のアルパインを担う社員の今後の進路や教育方針を話し合
う「人材開発会議」を行っております。それぞれの能力を最大
限に発揮し、高めてもらうために、社員にとって最適な人事
ローテーションや研修内容を議論するための会議です。また、
社員が現在抱えている課題と目標について一対一で上司と
話し合う目標管理面接も年に二回行われており、会社と個人
双方にとり最適なキャリア形成の支援をしています。

総合意識調査

協定締結調印式

　私は入社と同時に野球部に入部しました。入部当時は、
親子ほど年齢の離れた先輩方とチームメイトとして一緒
に試合に出ることに多少戸惑いもありましたが、実際は壁
を感じることもなく、後輩の私の意見にも耳を傾けてくれ
た感動を今でも覚えています。
　監督となった今、自分もあのときの先輩方のようにすべ
ての部員の声に耳を傾け意見を尊重できるよう常に意識
しています。
　同じ目標を持ち、苦い経験も共にして築いた部員との
絆は財産であり、仕事以外のつながりからも公私共に相
談できるよき仲間や先輩を部活を通して見つけられたこ
とは誇りです。
　これからも全国大会出場を目指し、チーム一丸となり
活動していきます。[製造技術部 佐川宏幸]

C o l u m n

部活を通して得た財産

心と体の健康維持

子育て･介護支援

社員の会社満足度調査

グローバルに通用する人材育成 社員がより輝くための環境整備

社員による自己啓発

労働委員会主催のイベント

野球部の試合風景

いわき事業所内のスポーツジム

個性の尊重
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多様性を創造力に変えて
世界中のあらゆる国、地域で、多彩な個性を持つ人々が様々な仕事に取組んでいるアルパイン。
多様性（ダイバーシティ）の尊重は、事業の推進に直結するテーマです。
アルパインの従業員に、それぞれのポジションから多様性について意見を交わしてもらいました。

風土に根付いている企業理念
高橋：アルパインは企業理念の中に「個性の尊重」を掲げて

いますが、それを強く感じたことはありますか？

野中：現在、アルパインが個性を大事にする会社だと感じる

のは、人材配置の面です。周りのスタッフをみても、適材適

所が心掛けられているのがわかりますし、私自身も、自分の

持つ個性や能力を活かしてくれていると実感しています。

私は、コーポレートプランニング部門で経営的な数字を扱

う業務を担当しながらも、前職で経験した秘書業務もやり

たいと思っていました。その希望を上司にぶつけたところ、

仕事への意欲を認めてもらい秘書業務もさせていただける

ようになりました。

私市：私も上司との関わりで忘れることのできない経験が

あります。新人時代に、今から考えると突拍子もない意見を

言うことが度々あったのですが、それに対して、上司や先輩

は、「前例との違い」を理由に頭から否定することはありま

せんでした。若手である私の意見や情熱を尊重しつつ、会社

の中で有用な結果となるようにリードしてくれたことがと

ても印象に残っています。このように、「違いを取り込み、そ

れぞれの個性を活かしながら新しいものを作っていく」と

いう気風が、アルパインの企業文化として存在していると

感じます。

高橋：上司が部下を活かすという話が、皆さんから出ました

が、役職に関係なく、「従業員同士が互いの個性を活かす」と

いうこともとても重要だと思いますが、いかがでしょうか。

渡辺：私は部長という役職柄、新たに開発プロジェクトのメ

ンバーを選ぶことがよくあるのですが、意図的にタイプの

違う二人を組み合わせることがあります。その二人はもし

かすると、お互いに「タイプが異なるから関わりたくない」と

思っているかもしれません。しかし、そこを乗り越えて、自分

とは違う個性や価値観と協業できたときにこそ、組織とし

ても予想以上の成果が出せますし、本人たちも次の段階へ

と成長できます。

野中：そうですね。私はタイやシンガポールなど、異なるバッ

クグラウンドを持つ仲間と働いていますが、多様性を感じ

ることがよくあります。例えば「すぐ」という言葉を使って

も日本人と現地の方とでは意図する時間の長さが異なりま

す。自分が今まで持っていた、前提や常識が通用しないと

いうことに気付かされる瞬間です。また「文化や価値観の違

い」を補うため、常に“丁寧に”説明や話しあいをするように

心掛けています。“丁寧に”というと、業務のスピードが遅く

なってしまうように受け取られるかもしれませんが、そうで

はありません。私としては、仕事の精度がより高まるという

面を強く感じています。逆に日本人同士の方が「わかってく

れているはず」と、コミュニケーションを簡略化してしまい、

誤解やミスを起こしてしまうことがあります。

十文字：違う立場や視点を持っている人からの言葉という

のは、自分の殻を破り成長する契機になるようです。私は、

ある仕事に対して限界を感じていたのですが、同僚の違う

視点からの一言で「それは限界などではなく、思い込みだっ

た」と気付くことができました。

高橋：今までは多様性というと、女性活用や障がい者雇用と

いった話題を考えがちでしたが、みなさんの話を伺って、身

近にもたくさんの多様性があり、会社が企業理念として個

性の尊重を挙げている理由が分かったような気がします。

私市：私も、社員の皆さんの成長を応援する人事部の社員と

して、個性を活かし、お互いがいい影響を与え合えるような

環境づくりにもっと励んでいきたいと気持ちを新たにでき

ました。

多様性を財産ととらえる
十文字：私が働いていて感じる多様性は、国や地域によるも

のですね。国や地域が変われば法律や社会環境も変わって

きます。私が担当する環境活動においては、それらへの配慮

がなければ、有効な取組みを打ち出していくことは不可能

です。また他の国の事情を見ることで知識や経験は深まり

ますし、日本市場への製品･サービスづくりにおいてもより

深い洞察が可能になるというプラス面があります。

渡辺：確かに世界各国に拠点を持ち、様々な国や地域のマー

ケットに展開していることは、アルパインの強みです。さら

に、販売流通について、「市販製品」「OEM製品」「ディーラー

オプション製品」と、３つのルートを持っています。そうした

中で、多岐に渡るビジネス経験を蓄積し、それがお客様から

支持をいただく理由にもなっています。例えば、「中国の市

販製品で持ち上がった問題の解決法を、北米のOEMビジネ

スでの体験から打ち出す」といったことができます。

高橋：やはり企業レベルで見ても多様性が強みになってい

るようですね。では、アルパインの持つ多様性をより大きな

力にしていくにはどうしたらいいのでしょう。

渡辺：アルパインには個性を発揮する風土があり、それが多

様性を産む土台にもなっています。あとは、多様性が財産だ

ということを全員が認識することだと思います。それが、互

いがそれぞれの違いを受け入れ、ひとつの力に変えていく

ための第一歩になるでしょう。よりお客様に満足していただ

く製品を作り出すために、いろいろな個性がぶつかりあい、

磨きあう。そんなアルパインになっていけるといいですね。

市販製品開発部●
 部長  渡辺 好勝

 （わたなべ よしかつ )

品質保証部● 
十文字俊彰

（じゅうもんじ としあき )

●人事総務部 
私市 優治
 （きさいち ゆうじ）　

アルパイン・アジア・パシフィック●
Corporate Planning Department

Sr.Executive 野中 由美
 （のなか ゆみ）

※国際電話にて参加

●経営企画室
高橋 紗弥子

（たかはし さやこ）

個性の尊重

座 会談
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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。

創造・情熱・挑戦
Creation, Passion, Challenge

アルパインの歩みは、未来価値の創造へ向けた
『創造･情熱･挑戦』の繰り返しの歴史でした。

狙うは世界の新しい価値創出
アルプス電気グループの中に完成品を作る
事業所を作り、今までなかった価値を生み
たいとの強い思いから生まれた合弁会社
「アルプスモトローラ」。「自主ブランド」「自主
販売」「高付加価値販売」を夢に走り出した。

1967年

CDの楽しみ方を革新する
時代はカセットからCDに変化。「運転中の
ディスク交換なしで、多くのCDを聞きたい」
というユーザーの要望に応えた。すべてのア
ルパインヘッドユニットコントロール機能を
搭載し、車室内サウンドのより多彩な楽しみ
方を実現。

カーナビの原点：
新しい車時代の幕開け
カーナビの前身となる「ジャイロケーター」
を本田技研工業㈱と世界で初めて共同開発。
世界初ゆえの困難も多かったが世界初を成
し遂げたことがアルパインをまた一つ成長
させた。

1981年

1989年

1991年

2001年

2008年

限られた車内の
スペースにALL IN ONE
世界初の３DシャトルとAVシャトルを発売。
たくさんのCDを車内で聴きたい、ナビも欲
しいというお客様の二つの要望を省スペー
スを実現する独自技術で解決した。

その音響、映像体験は
世界最高峰
感動を与える音にこだわってきたアルパイン
の新たな挑戦として発売されたフラッグシッ
プモデル。とことん研究し車室内の音と向き
合うことで、アルパインの存在感を高めた。

後部座席から見える
もう一つの世界
後部座席に乗る人の楽しみを増やすことを
可能にしたリアビジョン。アルパインはこれ
からも車に乗る人全ての耳と目と心を喜ば
せていきたい。

2010年

もっと広くもっと遠くまで
従来の常識を打ち破り、標準サイズの1.43倍
の8型ナビで、車室内でも大画面を楽しんで
いただくことを提案。今後もお客様の喜びの
ために既成概念の壁に挑んでいく。

ジャイロケーター

CDシャトル5952

AVシャトル2913

1995年
モービルメディアの未来を拓く
カーナビは確実に目的地まで誘導してくれ
るもの。しかしそれが意外に難しいこととさ
れていた時代、カーナビの役割とは何かをも
う一度考え、確実な案内を可能とした製品。
目的地に着く最後の最後まで見届けてくれ
る安心感を与えた。

NVE-N055

Alpine F#1 Status

リアビジョン

VIE-X088(BIGX)

常識を変える
「音のアルパイン」デビュー
「アルパイン」のブランドを使い高級カセット
デッキの輸出開始。車内では音質の悪さが当
たり前と思われていた当時の常識を変える
挑戦となった。

1978年

7201

価値の創造
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お客様に満足いただくために
毎年7000万台以上の車が作られていますが、世界に1台のお客様の車に装着される製品の為には、お客様の
視点に立った製品・サービス・品質の提供により満足いただくことが重要です。
末永く製品を使っていただくために、アルパインはお客様とのつながりを大切にします。

お客様視点のものづくり

　私たちの送り出した製品の価値を決めるのはお客様です。
使って喜んでいただくためには、お客様の視点でものを作る
ことが大切だと考えています。私たちはお客様を知り、声を聞
くことで多くのことを学んでいます。業界初の8型画面を持っ
たBIGXはそうした過程の中で生まれました。従来、画面サイ
ズは車の構造上変えることができない制約条件だと思い込
んでいましたが、お客様が大きな画面、使いやすい操作性を
望まれるなら、制約条件を変えてしまおうという挑戦が商品
化を実現させました。
　また、車を家族で過ごすファミリー空間と考え、後部座席で
過ごす時間をもっと楽しいものにするために開発された後部
座席専用ディスプレイ「リアビジョン」は、特にお子様に喜ば
れています。今後も従来の考え方にとらわれることなく、お客
様一人ひとりと向き合い、お客様から求められる車載機器を
実現していきます。

　お客様相談窓口では、お客様に安心し信頼いただけるよ
う、オペレーター教育をはじめとした電話応答率を向上させ
る取組みを随時行っています。また、お客様相談窓口へ寄せ
られた貴重なお客様の声を最大限に活かすため、アルパイン
では、お客様の声をデータベース化しています。個人情報を
保護した状態で掲載されているこのデータベースは、社内で
共有しており、お客様の要望に沿った製品開発、お客様にとっ
て最適な経営判断のベースとなっています。
　今後も貴重なご意見を参考に、真のお客様の視点を持った
メーカーを目標としていきます。

　車は色々な環境の中を走ります。どんな環境下でも正しく
動作しお客様の信頼に応える製品をお届けするために、実際
以上の厳しい条件で検査を繰り返しています。信頼性セン
ター･評価センターでは太陽光の反射チェック、砂や埃に対す
る耐久性の確認をはじめとした振動･視野･衝撃･音響･電波･
温度という多岐に渡る項目で品質検査を行っています。テス
トコースでは過酷な道を再現することにより悪路でも正常に
製品が作動することを確認しています。
　「壊れない」ことだけを品質だとは考えず「魅力品質」という
コンセプトを掲げ、音声認識、ナビ品位、受信感度、操作性、接
続性、耐久性、すべての面でNo.１を目指しています。これから
も自信ある品質の製品を市場へ送り出していきます。

　お客様との関係を深めたいという思いから、アルパインは
コミュニケーションを大切にしています。
　快適で楽しくより自分らしいカーライフの実現をお手
伝いするために、ホームページ上に設けているのが「User’s 
Room」です。ここでは、マイカー情報を登録いただくことによ
り、最適化された情報サービスやサポートをご利用いただい
ています。
　また新しいメディア、例えばTwitterやFacebook等のSNS
を用いることにより、密接なつながりを築けるよう期待して
います。

インターネットの活用

お客様相談窓口の取組み

ホームページに設けられた「User’s Room」

　1981年に45口径マグナムに撃ち抜かれて、お客様
から返送された製品が本社のミュージアムに展示され
ています。米国市場に参入して間もなく、品質が不安定
だった当時、アルパインのカーステレオを購入されたお
客様がカセットが出てこなくなったことへ不満を持た
れたという歴史を語っています。何百万台の製品を作っ
ても、お客様の手元にある1台の製品や1回の対応が、そ
のお客様にとっては全てであり、ものづくりとサービス
の基本は品質であると
気づかされたことに感
謝し、これからもこの
教訓を胸に刻んでいき
ます。

　車を運転しているときに最も大切なことは安全です。
私たちの製品を操作することによるドライバーへの負
担をいかに少なくするかは、アルパインが取組んでいる
大きなテーマです。「使いやすさ」という視点からの研究
に注力し、Mobile Media Solution Companyとして車自
体の使いやすさも変えていきます。この取組みが評価さ
れ、2011年度、北米顧客満足度調査でNo.1を取得しま
した。

品質の重要性を教えてくれた教訓

使いやすいものづくりへの取組み

お客様

お問合せ

TEL
FAX
E-mail

ご意見
ご要望
苦情

「よくあるご質問」
「車種別取付情報」

製品開発

データベース化

製品・サービスに反映

社内配信・共有 お客様の声活用

「お客様の声」

システム

DB

信頼性評価センター

いわき本社内のテストコース

信頼される品質の実現

User’s Room URL 

▲
 https://secure.alpine.co.jp/urs/top.html

公式twitter アカウント 

▲
 ALPINE_JP

公式Facebookページ URL 

▲
 http://www.facebook.com/ALPINEjapan

価値の創造
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アルパイン・ブランド
アルパインのすべての事業活動の指針となっているコーポレートロゴマーク。
特徴的な5本線（ファイブ・ストライプス）には、
最高のクオリティを追求するアルパインの想いがこめられています。

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。他社の追随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。

最高のパートナー／Partner Excellence

最高の技術／Engineering Excellence

最高のマーケティング／Marketing Excellence

最高のサービス体制／Service Excellence

最高の製品／Manufacturing Excellence

最高のマーケティング 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。

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。

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。 

アルパイン
5つの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。

　クルマは私たちの生活に豊かさと便利さを与
えてくれます。アルパインはクルマが走る社会
に住む全ての人たちに安心・安全・快適を届ける
ために日々邁進しています。
　ひとつでも多くの笑顔を見たいという思い
が、新しい価値を生み続ける原動力になります。
　モービルメディアによる人とクルマの豊かな
未来を目指して、アルパインはこれからも価値
を提供しつづけていきます。

　経産省による新世代自動車の早期実用化を目的とし
た「EV&pHVタウン構想」の一環として、2010年10月「長
崎EV&ITS（エビッツ）プロジェクト」が行われました。
　当プロジェクトは、長崎県五島地域にＥＶレンタカーお
よび急速充電器などのインフラを配備するとともに、ITS

（高度道路交通システム）利用可能な車載器をＥＶに搭
載することにより、情報の送受信などを可能にする新しい
クルマ社会の実現を目指した実証実験です。
　そこで導入されるITS車載器（次世代カーナビゲーショ
ン）としてアルパイン製品が採用されました。今後もアルパ
インは未来のクルマ社会を作る企業として先進的なITS
への取組みを通して、低炭素社会の実現と地域活性化に
貢献していきます。

C o l u m n

未来への一歩

　通信やクラウド技術の進歩とともに、道路情報やエンターテ
イメントなど、 ドライバーが得る情報は増え続けています。ドライ
バーのために提供されるこれらの情報を最適化し、必要な情報を
必要なタイミングでわかりやすく提供します。 
　同時に、操作しやすいシステムの開発により、ドライバーへ安全
でストレスフリーな環境を提供することができます。 
　アルパインは情報という価値をドライバーへ提供するだけでな
く、安全で使いやすい形でお届けできるよう研究を重ねています。

モービルメディアの未来価値へ
－Driving Mobile Media Solutions－

価値の創造
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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。

社会から求められる環境にやさしいものづくりを目指して、
ライフサイクル全体を通じた取組みを進めています。

　製品を生産する段階、使用する段階、廃却する段階など、ライフサイクル全体を通じた各段階の環境負荷を
定量的に評価する、LCA（Life Cycle Assessment）手法を採用し、環境負荷の抑制につなげています。

製品のライフサイクルアセスメント
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◦ カーナビゲーションの事例
当社の代表的なカーナビゲーションに対してLCAを実
施した結果、使用段階での電力使用及び製品重量に起
因するCO₂排出量が最も多いことが判りました。また、最
適ルート案内や渋滞回避機
能、さらにはエコドライブガイ
ドといった付加機能が、ドラ
イバーのエコドライブに大き
く貢献することも判りました。

「VIE-X075 B4」のライフステージ別CO₂排出量 （当社調べ）

調達先とのパートナーシップ
環境にやさしい製品の開発のた
め、資材調達の段階から環境配慮
を進めています。
資材の調達先と環境面においても
パートナーシップを結び、納入いた
だく資材に使用される有害化学物
質の低減や、資材製造段階での温
室効果ガス削減活動を実施してい
ただいています。

資 材 調 達

事業所領域での環境負荷低減
製品を製造する事業所における環
境負荷の低減に注力しています。開
発・製造効率の向上や、品質改善に
よるエネルギー・資源の使用抑制、廃
棄物発生抑制の徹底の他、従業員一
人ひとりによるこまめな省エネ活動
によりCO₂削減を推進しています。
また、水系塗料の採用や、悪臭・騒
音の管理徹底等、周辺環境への配
慮を徹底しています。

（詳細は28-29ページにて紹介）

製 　 造

輸送効率の向上
世界各地に開発・製造拠点を持つ
企業として、製品や資材の輸送効
率を徹底的に改善することでCO₂
削減に取組んでいます。
輸送ルートの効率化による輸送距
離の短縮に加え、製品の梱包材に
車載メーカーでは初となる空気梱
包を導入することにより積載効率
や重量を飛躍的に改善し、輸送時
のトラックや船舶から排出される
CO₂の削減を進めています。

輸 　 送

小型・軽量化
ライフサイクル全体で当社製品が
最も多くCO₂を排出する使用段階
におけるCO₂削減を進めるため、

「Green50プロジェクト」を社内に
発足させ、製品の小型･軽量化や省
電力化を進めています。製品の重
量や電力使用量を50％削減し、当
社製品が搭載される車両の燃費向
上に貢献することを目標に活動を
続けています。

使 　 用

リサイクル容易な製品
廃棄後のリサイクルを容易にで
きるよう、部品点数の削減や資材
の統一などにより、素材毎に解体・
分別しやすい設計に配慮していま
す。また、廃棄後の環境負荷低減の
ため、鉛フリーはんだなど、環境負
荷の小さい資材の採用も推進して
います。

リサイクル・
廃 棄

デジタルマニュファクチャリング
製品の開発にあたって、DM（デジ
タルマニュファクチャリング）など
のシミュレーション技術や品質工
学を活用することにより、試作レス
を進めています。
これにより、従来廃却していた試作
品を大幅に減らすことができ、廃棄
物のリデュース（発生量抑制）を実
現しています。

開 　 発

製品の開発段階でのシミュレーション グリーン調達説明会 事業所の省エネルギー設備 空気梱包の導入例

サブウーファー専用モノラルアンプ
PDX-M12

鉛フリーはんだ工程
小型・軽量化（旧モデル比、体積約20％重量約10％）
を達成する一方、約20％の出力アップを達成

社会への貢献
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環境にやさしい事業所を目指す
アルパインは、日々の事業活動において、地球温暖化の主要因とされているCO₂の削減や、
限りある資源の有効活用、廃棄物の発生抑制に努めています。

地球温暖化への取組み

　アルパインは、地球温暖化防止のため、CO₂排出量の削減
に取組んでいます。
　また、2011年度、東日本地域の拠点においては、電力不足
解消のため、節電活動を展開しています。

　環境負荷の効率的な改善につなげるため、「見える化」を進
めています。
　2011年は、電力使用量の把握範囲を従来比で細分化して目
標値を設定するなど、きめ細かな管理を行う仕組みを構築し
ました。
　毎朝、職場に設置されたディスプレイや社内放送を通じて
前日の電力使用実績をフィードバックし、従業員の節電意識
向上を図っています。

　廃棄物の分別収集施設「エコステーション」を設置し、
従業員一人ひとりが分別を徹底することで再資源化を
進め、国内5事業所においてゼロエミッションを達成し
ました。
　また、廃棄物の発生抑制（リデュース）に注力し、製品
や梱包材の小型・軽量化や、試作品の削減などに取組ん
でいます。

　塗装工程で発生するVOC（揮発性有機化合物）などによ
る悪臭解消のための洗浄設備の導入や大型プレス設備な
どから出る騒音の影響を軽減するための防音対策に取組
んでいます。

ゼロエミッション

近隣地域への配慮

◦ 省電力化活動
事業所で発生するCO₂発生量のうち、大部分を占めるのが、空調
のための電力使用によるものです。生産設備の排熱対策、ペアガ
ラスの導入による空調効率化、事業所内の室温モニタリングな
どを通し、空調に使用するエネルギーの低減を図っています。

LED照明
省電力・長寿命のLED
照明の導入を進めてい
ます。

グリーンカーテン
ガラス張りのロビー周
辺にゴーヤを植え、グ
リーンカーテンを作り
ました。植物が日光を遮
断し快適に過ごせてい
ます。

ペアガラス導入
外気温からの影響を最
小限にするため、断熱
効果の高いペアガラス
の導入を進めています。 

エコステーション

プレス機の防音対策

洗浄設備

屋上散水
夏季の屋上からの熱に
よるフロア温度上昇を
防ぐため、屋上散水装
置を導入しました。

ドライミスト
夏季の温度上昇による
空調機への負荷を低減
するため、「ドライミス
ト」でエアコンの空調機
を冷却しています。

エコカー優先駐車場

環境負荷の「見える化」

電力使用量の表示

アルパイングループではそれぞれの拠点が、地域と密着し
た環境活動を推進しています。ALCOMは、メキシコの
FIDE※主催の第14回全国電力消費量抑制コンテストに
おいて、中規模工場の部で第２位を獲得しました。
社内での啓蒙活動に加え、建物のエネルギー効率の改
善や、古い設備の入れ替えなどの取組みを行い、前年比
22％の抑制を実現したことが評価されました。
※ FIDE：電力多消費施設への節電啓蒙を目的とし、連邦電力庁の主導で

1990 年に設立された非営利団体 

C o l u m n

電力消費量抑制コンテスト受賞（メキシコ）

アルパインのゼロエミッションの定義

再資源化を推進し、最終処分場への排出をゼロにすること。
（再資源化率99.7％以上）

◦ クリーンエネルギーの導入
電力使用量の削減活動のほか、地球温暖化の主要因とされるCO₂ 
を排出しないク
リーンエネルギー
の導入を進めてい
ます。

太陽光発電パネル

◦ 車両からのCO₂削減
通勤に自家用車を使用する従業員が多いことから、通勤車両か
ら出るCO₂排出量を削減する取組みを行っています。エコドラ

イブ講習やオリジナ
ルエコドライブステッ
カー配布による啓蒙
活動に加え、エコカー
優先駐車場を設置す
る等、全社をあげて取
組んでいます。

社会への貢献
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　アルパインは、企業活動を支えてくださっている自治体、地
域社会との関わりを大切にすべく、地域の皆様との対話や交
流を積極的にすすめています。
　いわき本社で開催する「夏祭り」は、お客様や地域の方々と
の絆を築く貴重なイベントであり、直接交流することにより持
続的かつ良好な関係を築くことができればと期待しています。

　2010年11月、いわき市が主催している「いわきリサイクル
フェア2010」に出展し、使用済みのペットボトルを使ったソー
ラーカー作り教室を開催しました。子供たちの知的好奇心を
育み、自然エネルギーを身近に感じてもらう機会を提供する
ことができました。子
供たちにリサイクル
について学んでもら
うばかりでなく、私た
ちも改めて環境のた
めにできることを考
える1日となりました。

　日本、アメリカでは、中学生・高校生を会社へ招き実際に社
員が働く姿を見て、「働く」ことを意識してもらい、将来につい
て考えるきっかけを提供しています。
　また、中国においては、大連地区の大学生を支援していま
す。５大学を対象に「アルパインクラス」を設置。アルパインか
らは最新のＩＴ技術を伝え、学生からは新鮮なアイデアをも
らうことで、双方の成長を目指しています。2011年度は、中国
企業とも提携するなど、プログラムのさらなる高度化を図っ
ています。

　

植林を通した環境学習

エコ意識の醸成

ソーラーカー作り教室

　中国では環境問題が深刻化しており、政府も「森林法」を定
め森林保護を推進しています。中国では植樹活動や桜樹寄付
を実施することで、森林保
護の重要性を身をもって学
習しています。自然を大切
に思い、環境について考え
ることができる人材の育成
を目指しています。

　アルパインでは拠点を展開している国の発展のために、ビ
ジネス活動以外でも貢献したいと考え、人材を育てる支援を
しています。タイでは毎年恒例の年末パーティーにおいて、
チャリティーオークションを開催し、全ての収益を奨学金支援
団体、Education for Development Foundationへ寄付してい
ます。2010年度は約20人分の学費が集まりました。また、ハン
ガリーでは近隣幼稚園のためのチャリティを行っています。

地域社会との結びつき

次世代を担う人材の育成 　2011年3月11日、東日本大震災が発生しました。アルパ
インの本社、国内工場の集積するいわき市も大きな被害
を受け、多くの尊い命が犠牲となりました。
　その惨状を目の当たりにした社員は、ボランティアとい
う形で地域を救うため立ち上がりました。回を追うごとに
その輪は広がり、最終的にはのべ約2000名の社員がボ
ランティア活動に参加しました。(8月31日現在)
　すべては、アルパインを支えてくれている地域を少しで
も元気にしたいという社員の強い気持ちの表れでした。ア
ルパインは、社業を
通して、地域経済の
復旧、復 興、発展に
寄与すると共に、社
員一人ひとりの地域
への想いを大切にし
ていきます。

C o l u m n

私たちにできること

従業員によるボランティアの様子

代表取締役会長
石黒 征三

アルパイン株式会社

1967年5月10日 
259億2,059万円 
10,835名（連結ベース 28社合計：2011年3月31日現在） 
車載音響機器事業、車載情報通信機器事業 
東京証券取引所市場第一部 
160,000,000株 
69,784,501株 
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
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）6898
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取締役 片岡 政隆
 相馬 聡
 小林 俊則
 遠藤 浩一
 水野 直樹

代表取締役社長
宇佐美 徹

常務取締役
梶原 仁
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森岡 洋史
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地球の一員として
世界中にオフィスを持つ私たちは、それぞれの地域の一員として自覚と責任を持ち、
地域との良好な関係づくりに努めています。

常務取締役
甲斐 政志

常務取締役
堀 重和

常勤監査役 田中 統治

監査役　　 倉島 要

社外監査役 小島 秀雄 
 米盛 泰輔

会社データ

植樹活動への参加

教育支援チャリティ

会社データ社会への貢献
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