
設立 1948年11月1日 

資本金 387億3000万円 (2019年3月末現在)

従業員数
（連結）

40,443人 (2020 年3月末現在)

売上高
（連結）

8,105億7000万円 (2020年3 月期)

代表者 代表取締役 社長執行役員 CEO 栗山 年弘

事業所

 本社 東京都大田区雪谷大塚町1-7

いわき事業所 福島県いわき市好間工業団地20-1

〈開発・設計〉

 東京：大田区（本社）・品川区
宮城県：仙台・古川
福島県：いわき
新潟県：長岡
国内外計7カ国26拠点

〈生産〉

宮城県：古川・涌谷・角田
新潟県：長岡
福島県：小名浜・平など 
国内外計12カ国29拠点

〈販売〉
東京、関西、九州など
国内外計23カ国83拠点

Corporate  Facts

当社採用HPから

エントリーはこちらから

マイナビ2023から

アルプスアルパイン

人事部 採用課
〒145-8501 東京都大田区雪谷大塚町1-7

（03）5499-8088（採用課直通） saiyogrp@alpsalpine.com

https://recruit.alpsalpine.com/j/recruit/

カンタンではないけど、

ワクワクする仕事です。

カタチにすること。
未来をつくる技術 を



376億円

5つの
マーケット

19.4年26カ国105拠点

80.9％

2 019年1月にアルプス電気株式会社と
アルパイン株式会社が経営統合し、

私たちアルプスアルパインが誕生しました。
それぞれの強みを融合し、その相乗効果で
新しいビジネスを創造していきます。

民 間企業※の顧客満足度調査で、アル
パインの車載製品が9年連続で「お

客様満足度ナンバーワン」を受賞しました。
常に「快適ドライブ」を目指し、激変する今
後の自動車業界でもトップ集団を走ります。
※ 株式会社J.D.パワージャパン「日本ナビゲーションシステム顧

客満足度調査」＜市販ナビカテゴリー＞

「未 来をつくる技術」を生み出すため、ア
ルプスアルパインでは全社をあげて

取り組んでいます。そのひとつが研究開発費。
2019年実績で376億円を投じました。昨年と
比べると、約50億円も増額しています。

当 社では国籍、人種、年齢、性別、宗教に
かかわらず多様な人財を採用。その能

力を最大限に発揮できる職場づくりに努め
ています。平均勤続年数は男性19.7年、女性
18.6年、全体では19.4年です。

私 たちは、中・長 期の事 業目標として
「ITC101」を掲げています。ヨコへ

の広がりと、タテへの深耕を同時に目指す
「革新的T型企業（Innovative T-shaped 

Company）」の頭文字である「ITC」に、連結業
績での営業利益率10%、同売上高1兆円の数
値目標を表す「101」を組み合わせたものです。

グ ローバル・ネットワークはアメリカ、
ヨーロッパ、アセアン・インド、中国・

韓国など、26カ国105拠点を展開。2,000社
を超える顧客と取り引きし、「世界のものづく
り」をサポートしています。

世 界各地のマーケットへ、数多くの製品
を提供しているアルプスアルパイン。

売上高に占める海外売上高の比率も、80％
以上になります。また、海外でのビジネス経験
がある社員の割合も高くなっています。

ア ルプスアルパインが領域とするマー
ケットは、「オートモーティブ」「ホーム

＆モバイル」「エネルギー」「ヘルスケア」「IoT」
の5つです。アルパイン・ブランドでの強みがあ
る自動車分野をはじめ、今後需要拡大が予想
される健康・医療分野など、どれも成長市場。
これまでに培ってきたコアデバイス技術と開
発力を融合し、「未来をつくる技術」へチャレン
ジします。1月1日

2019年

9年連続 第1位

ITC101

　　　　　　　　　私たちアルプスアルパインは、「未来をつく る技術」の開発に取り組んでいます。
　　「アルプスアルパインって、どんな会社？」「どんなことを手が けている？」そう思っている方も、少なくないかもしれません。

　　　　　　　「未来」を語る前に、まずは8つの数字とキー ワードで、私たちの「現在」をご紹介しましょう。
　　　　　　　これであなたはもう、「アルプスアルパイン」と聞 けば、「ああ、あのアルプスアルパイン」と思うはず。

  5分で分かる、
 「アルプスアル パイン」の現在！
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MR

Aut o p i lo t

V R

IoT

HMI

いつでも、どこでも、誰でも自由な生活？
いろいろなものがつながる新しいライフスタイル

移動時間にリラックスもリフレッシュもある？
どこでも気分転換できる新・移動空間

ホバージェスチャー入力が主流で、操作機器が不要になった車室内はフリーな空間に。
また、IoTで農作業の省力化が進み、若い世代の就農率もアップ 。

自動運転が実現した車室内は、リビングやライブ会場にも変身！臨場感ある映像と音響、
インタラクティブなネット利用で、移動時間はリラックス＆リフレッシュタイムに。

療養中の方の体調管理や、要介護
の方の見守りも離れた場所からで
もできるように。「生活習慣の改善
が必要！」と言われた方には、いつ
も身近で改善サポートも。

人気のeスポーツは、実際の振動
やブレ、温感などの再現で、さらに
リアルな体験が可能に。災害救助
の現場のロボット操作でも、より
リアリティある操作感覚を実現。

体調をいつも見守りベストコンディションに？
見えないサポートで、ハートフルでヘルスフルな毎日

これはもうリアリティある実体験？
新たな感動が生まれるバーチャル体感

            　　　　狩猟、農耕、工業、情報社会に続 く、新たな社会「Society5.0」。
　その来るべき社会ではIoT（Internet of Things）ですべての人とモノがつながり、

              　　様々な知識や情報が共有され、今ま でにない新たな価値が生まれます。
                    また、人工知能（AI）やロボット、自動 運転車などの技術開発も進展。
                           社会のいろいろな課題解決への 貢献が期待されています。

　　　　　　もうすぐやって来る新しい社会とは、 どのような「未来」なのでしょう。
　　　そこでは、私たちアルプスアルパインの技術 がキーテクノロジーとして活躍しています。
　　　　　　　　　　　　　　さあ、「未来」を体 感してください。

快適な操作性を目指すHMI（Human Ma     chine Interface）技術、小さな変化も見
逃さないセンシング技術、あらゆる情報を つなぐ通信技術、アルパイン・ブランドで
蓄積したシステム設計力・ソフトウェア開 発力A I

アルプスアルパ インのコア技術

が未来をつくる技術

つくる未来とは？
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Office work

アルプスアルパインでは、大きく6つの職種があります。入社して
最初の配属は、本人の希望と適性を考慮して、6つのいずれかに
配属。その後は、1つの職種でスペシャリストを目指すほか、様々
な職種に挑戦してゼネラリストとして経験を積むキャリアパスも
あります。配属後は毎年、将来のキャリア開発の道筋について、
上司と話し合う機会があります。ジョブローテーション制度を利
用して職種の変更も可能で、理系・文系の専攻にこだわらず、専

攻分野以外の職種への挑戦も大歓迎です。
「ものづくり」には、多様な仕事に関わる大勢の人の協力が欠か
せません。どの仕事も、私たちが目指す「未来をつくる技術」を生
み出すために重要なファクターです。そして、どの仕事に関わる
人も「世界のものづくりを支える」誇りを持って、日々チャレンジ
を続けています。

未 来 の「 も の づ くり 」に 挑 む 6 つ の や り が い

「 も の づ く り 」の 仕 組 み と 仕 事

ものづくりに関わり支える事務系職種

グローバル・マーケットで、世界に誇る「日本の技術」 をもっとアピールします。

購買・生産計画 コーポレートスタッフ
 （人事／総務／経理／法務／知的財産／情報システム）

製品製造について、どこから部材を調達し、どこ
でどのように生産するのが最適なのかを考えて
コントロール。最適生産を構築します。

社員が安心して、能力を発揮できるような環境づく
りを目指します。また効率的な業務運営と、ビジネ
ス遂行をサポートします。

営業／技術営業
車載・IoT・ヘルスケア・エネルギーなど、多様なマーケットの顧客へアプローチ。
ユーザーへ新たな価値を提案していきます。

営業／技術営業
 ※技術営業は技術系職種

購買・生産計画も の づ く り

コーポレートスタッフ（人事／総務／経理／法務／知的財産／情報システム）

※技術営業は技術系職種

コーポレートスタッフ（人事／総務／経理／法務／知的財産／情報システム）

開発設計

今はまだないけど、未来では当たり前になるものを考える、そしてつくる。
それは、決してカンタンなことではありません。ラクなことでもありません。

でも…ワクワクする瞬間がたくさんあって、「よしっ！」と昂る気持ちを体感するシーンがあります。
「未来をつくる技術」をつくる仕事は、あなたが新しい価値と出会うチャンスです。

未来をつくる技術

つくる仕事とは？
を

購買・生産計画

生産技術

事務系職種 技術系職種

担当しているのは、ブラジルのマーケット。現地の代理店を介して、顧客である
メーカーへ働きかけます。取り引きが始まると、顧客との様々な確認業務に加
え、生産を担う工場とのやり取りなども私たち営業の役割です。今の仕事で経験
を積み、いずれは現地に駐在してグローバルなビジネスに携わってみたいです。

営業／技術営業

技術系職はつぎのページ

品質保証

製造業の仕事をいくつ知っていますか？
意外と、知らなかった仕事も多いのではないでしょうか。
知られていないけど、おもしろい仕事。アルプスアルパインにはけっこうあります。

 「ものづくり」をリードし、サポートする
事 務 系 職

苅部 初水
コンポーネント製品
営業担当
大学／文学部
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Technical

国内自動車メーカー向けに車両用リモコンを開発しています。開発の仕事
は、いつも試行錯誤の連続。それだけにうまくいった時は、達成感があります。
今、自動車は100年に一度という大きな変革期の真っただ中です。何がどう
変わっていくのか。変化の先端で動向を感じ、“次”を開発していきたいです。

加工精度が高い製品をつくる時に、それを図面化していくのはとても難し
い。数値化できない、経験値が重視されることもあります。「ものづくり」の根
幹を成す仕事で、自分の手で作り上げていく醍醐味を味わえます。そこに新
しいテクノロジーを加えて、もっとおもしろい「ものづくり」を目指します。

私たちがいつも苦心するのは、開発期間が短いこと。予定外のアクシデン
トも起きます。でも、品質の承認はスケジュールどおりにもらわなくてはい
けない。いろいろ試行錯誤はありますが、ユーザーに安心・安全をお届け
し、ブランドの信頼を守る業務に誇りをもって取り組んでいます。

アルプスアルパインの製品は、どれも確かな技術力と信頼性に裏付けられて
います。そのため、製品の企画を行う場面や顧客メーカーとの詳細な打ち合
わせには、技術者が参加することも珍しくありません。技術的な知識や経験
を活かしながら、軸足をマーケット領域に。「技術者」というイメージから飛
び出していく、そうした仕事もキャリアステップとなります。

開発設計

生産技術

品質保証

技術をベースに現場を飛び出すエンジニアたち

C o l u m n
HMI技術、センシング技術、通信技術、システム設計力・ソフトウェア開発力を
強みとして、「未来をつくる技術」の開発を推進中。

「ものづくり」の心臓部ともいえる仕事。未来をカタチにして、
世界中のマーケットへ届けるためにこだわりの技術が活躍します。

ユーザーがいつでも安心して、高性能な品質を楽しむことができるように、
未来の「安心・安全」を確かなものにしていきます。

「未来をつくる技術」に取り組む技術系職種

製品マーケット

アルプスアルパインのものづくり

車載市場
車載情報機器市場

エネルギー・ヘルスケア・
インダストリー・
IoT市場（EHII）

ホーム＆モバイル市場

開発設計 品質保証生産技術

100年に一度の大変革を迎える自動車業界。そのなかで、次の「技術」を考えていきます。

歴史と実績がある金型製造の世界はそれをベースにさらにパワーアップします。

顧客からの品質要求を満たし、アルパイン・ブランドのクオリティを支えます。

佐野 明日美
コンポーネント製品
生産技術担当
大学／工学部 電気電子工学科卒

鈴木 輝彦
品質保証担当
大学／電子情報学部
コンピュータ応用工学科卒

小池 拓斗
車載製品 開発設計担当
大学／理工学部
エレクトロメカニクス学科卒

ひと言で「エンジニア」といっても、その内容は細分化されています。
目指しているのは、どんなエンジニアでしょうか。

「もっとよいものづくりを」アルプスアルパインでは、すべてのエンジニアがそれを胸に刻んでいます。

教科書のない「未来」へ挑む
技 術 系 職
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※海外編は説明会で
　ご確認ください。

東京の本社社屋

内国 編未来をつくる技術

つくっているのは、ここ！
先輩たちが、
  未来を決めた動機は？

を

「未来」は、どんなところでつくっていると思いますか？
実は日本のあちこちで、「未来」が息づき始めています。
あなたはどの街を知っていますか？

就活は、誰にとっても初めての経験です。そこで気になるのが、経験者の意見や体験談。
2021年春にアルプスアルパインへ入社した人たちは、どんな就活体験をしたのか。
その一部をご紹介します。あなたの未来の参考にしてください。

※アルプスアルパイン「2021年内定者」に、就活に関するアンケートを実施しました。
　その結果を抜粋して掲載します。

仕事内容が魅力的

将来性がある

グローバルに
ビジネスができる

大企業である

74%

50%

41%

31%

26%

福島県いわき市

いわき事業所

アルプスアルパインのヘッドオフィス。社内
はフリーアドレスを採用するなど、フレキシ
ブルな働き方をサポートしています。近くに
は研修センターもあります。

東京都大田区／品川区

本社 （大田区）

品川開発センター （品川区）

宮城県角田市

角田工場

宮城県遠田郡

涌谷工場

福島県いわき市

平工場福島県いわき市

小名浜工場

伊達家の仙台城跡

宮城県仙台市

仙台開発センター
仙台藩60万石の城下町で、「杜の都」として人
気のある仙台。東北でもっとも多い109万人
の人口を有します。ここでは、IC設計や新材料
の研究・開発、材料の解析を行っています。

「日本の灯台50選」に
選ばれた塩屋崎灯台

国内の主要開発拠点の1つ。敷地内にはス
ポーツジムもあり、活気ある職場です。いわ
き市は平均気温も高めで、晴天の日が多く
過ごしやすい気候。海も近く、マリンスポー
ツも盛んです。

新潟県長岡市

長岡工場
上越新幹線で東京から約80分、長岡市は全
国屈指の花火大会が催されることでも知ら
れています。新素材リカロイTMの開発をはじ
め、センサ製品などの開発を行っています。

例年8月に開催される
長岡花火大会

宮城県大崎市

古川開発センター・
古川第2工場

遊歩道もある鳴子峡

東北新幹線で東京から約2時間。国内でもっ
とも規模の大きな拠点です。社内保育施設
も完備。大崎市は全国有数のコメどころで、
おいしいものがいっぱい。周囲には温泉も多
く、鳴子峡の紅葉は一見の価値あり。

アルプスアルパインに入社を
決めた理由は？
（上位3つ複数回答のうちBEST5）

Q

就活中の学生へ
アドバイスするとしたら？Q

会社選びで重視した
ポイントは？
（上位3つ複数回答のうちBEST5）

Q

どんなところが
入社の決め手になった？Q

研究でヒューマンマシンインター
フェースについて考える機会があ
り、製品が魅力的だった。

／理系女性

「自分のしたい仕事」を優先すべき。
「自分に合っている企業か」も重視
したほうがいい。

／理系女性

自動車という革命期を迎えている
業界で、新しいモノづくりをしたい
と考えたため。

／理系男性

専門にとらわれず幅広い業界に目
を向け、仕事で何を重要だと思う
かを広い視野で考えよう。

／理系男性

「未来をつくる技術をカタチにする」
とあるように、将来の技術に貢献
できるところが魅力。

／文系男性

インターンに参加しなかったのは後
悔。会社の雰囲気など知るチャンス
なので、ぜひ参加するべき。

／文系男性

車載製品だけでなく、新しい技術
を生み出していく姿勢に将来性を
感じて決めた。

／理系女性

メーカーは女性が少なそう…との
イメージがあるが、女性も多い。思
い切って行ってみよう！

／理系女性

HMIや音響など入出力両方に強み
があり、チャレンジを大事にする姿
勢や雰囲気を感じた。

／理系男性

就職活動の軸をしっかりと持つべ
き。その軸は、自分の将来像を考え
れば見つかるはず。

／理系男性

自動車の将来に携わることができ、
女性が長く活躍されている点も魅
力的に感じた。

／文系女性

自分の選んだ会社で、本当に自分
のやりたいことができるのかどう
か調べることが重要。

／文系女性

業種

技術力

仕事内容

海外展開・
海外売上比率

成長性

57%

38%

37%

30%

22%

社員の雰囲気が良い
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