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より多くの人と 、感動を
「より多くの人と、
感動を」
を企業理念とするパイオニアは、
1938年の創業以来、
数多くの
世界初、
業界初の製品やサービスをお客様へ提供してまいりました。
当社は、2025年に向けた ありたい姿を示す新たな企業ビジョンとして、
未来の移動体験を創ります −Creating the Future of Mobility Experiences−
を策定し、
さらなる企業価値の向上に取り組んでいます。
世界はニューノーマルへとシフトし、
人々の価値観、
生活スタイルは大きく変化しています。
私たちが目指すのはモビリティ領域における モノ
（ハード）
×コト
（サービス） 価値の
提供です。
これまで培ってきた確かなものづくり力で新しい製品を創出し続けるとともに、
車載機器などを介して車内外の膨大なデータを活用することで、快適な運転環境を
整えるリアルタイムな情報提供や、人手不足や省エネなどの課題を抱える物流業界に
貢献するサービス、
交通渋滞や交通事故といった社会課題を解決するためのサービス
など、新しいビジネスモデルを構築していきます。
パイオニアは、未来の移動をより安全で、快適で、
スマートなものに変えていく製品や
サービスを通じて、
今まで以上にお客様に新たな価値と感動を提供できるソリューション
サービス企業を目指してまいります。

代表取締役 兼 社長執行役員

矢原 史朗
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企 業ビジョン

会 社 概 要（グループ 連 結/2021年3月末時点）

商

号

本社所在地

パイオニア株式会社

代表取締役 兼

PIONEER CORPORATION

社長 執行役 員

矢原 史朗

〒113-0021

資

57,381百万円(2021年6月30日付）

本

金

東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート

創

未来の
移動体験を
創ります
Creating the Future of Mobility Experiences
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業

電話番号 03-6634-8777（代表）

従 業 員 数

昭和13年(1938年) 1月1日

主要事業所

11,027名
川越事業所
〒350-8555 埼玉県川越市山田25-1

設

立

昭和22年(1947年) 5月8日

電話番号 03-6634-8777（代表）
売

上

高

280,868百万円(2021年3月期)

事業概要
国内外に約60社のグループ会社を有し、
グローバルに事業を展開しているパイオニアは、
カーエレクトロニクス事業を柱に、
斬新かつユニークな発想と最先端のテクノロジーを活かし、
モビリティプロダクト、
モビリティサービスに関する事業などを
展開しています。

モビリティプロダクト

モビリティサービス

車載機器の開発・製造・販売（市販、OEM）

モビリティデータ、
クラウドを用いた情報サービスの提供
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モ ビ リ ティ プ ロ ダ クト

モ ビ リ ティ サ ー ビ ス

安心・安全な自動車社会の実現に向けて、世界初・業界初の製品を生み出してきた最先端技術を活かし、常に新しい価値・

長年収 集してきた膨大なモビリティデータやインテリジェントカメラの映 像データ、位置情報を活用した情報サービスを

サービスの提案を行っています。

提 供しています。

市販

データソリューション

国内市場向けブランド カロッツェリア をはじめ、
カーナビゲーション、
カーAV、
カースピーカー、
ドライブレコーダーなど、
幅広いラインアップの車載

安心・安全なモビリティ社会の実現に向けて、データやクラウドを活用したソリューションの開発、提案を行っています。

機器を提供しています。
また、
車室内をオンライン化する車載用Wi-Fiルータ−など、つながる ことで実現する新たなカーライフを提案しています。

■ テレマティクスサービス
Intelligent Pilot（インテリジェント パイロット）
時間

デジタル地図データやプローブ情報、事故発生地点データ、天候、

天気

デジタル
地図データ

リアルタイムな状況

個人の運転傾向などから統合的に事故や危険を予測し、警告する

プローブデータ

場

事故発生
地点データ

所

先進運転支援システム。
自動車保険の特約サービスに採用されて
いるほか、市販向け緊急通報機能付き通信ドライブレコーダー
「ドライブレコーダー＋」にも搭載しています。

ドライバーの運転傾向

OEM

■ カーソリューション

自動車メーカー向けに、カーナビゲーションやカーAV、カースピーカーなどの高品質な車載機器を提供しています。また、次世代車両に向け、
当社ならではの先進技術を活かしたソフトウェアやソリューションなどを提案しています。

Vehicle Assist （ビークルアシスト）
カーナビゲーションやドライブレコーダーなどを用いて業務車両の動態管理や業務指示、危険 運転の把握など、高度な運行管理・支援を
行えるサービス「ビークルアシスト」を提供しています。

カロッツェリアを
こちらのWEBサイトで紹介しています。

ビークルアシストを
こちらのWEBサイトで紹介しています。

https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/

https://jpn.pioneer/ja/carsolution/

インテリジェントパイロットを
こちらのWEBサイトで紹介しています。

ドライブレコーダー＋を
こちらのWEBサイトで紹介しています。

https://intelligent-pilot.jpn.pioneer/ja/

https://jpn.pioneer/ja/connected̲driverecorder/?
ref=header

※写真はイメージです。
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技術開発

その他
将来の自動運転社会を見据え、当社がこれまでに培ってきた光学技術やナビ技術などを活用し、センサーやソフトウェア
開発などを行っています。その他にも、光学・音響・映 像技術を活かした業 務用音響ソリューション事業、ハイエンド音響
機器 事業、光ストレージ事業など、さまざまな事業を展開しています。

自動運 転関連

長年培ってきた車載製品と情報サービスの技術資産を活かし、
次世代のモビリティ領域へ モノ
（ハード）
×コト
（サービス）
の優れたソリューションをスピーディに提供し続けるために、新たな技術開発を行っています。
IVI（In-Vehicle Infotainment）/次世代車両向け技術開発

光学技 術や車載 製品の開発・製 造ノウハウを活かし、MEMSミラーを採用した小型で高

CASE時代に求められる、より信頼性の高いハードウェア設計プロセスと、カーナビゲーションやカーオーディオ、通信などのIVI機能を統合

品質な３D -LiDARの開発・生 産・販 売および、関連ソフトウェアの開発を行っています。

した、さまざまな車載プラットフォームで活用可能なカーマルチメディアソフトパッケージの開発を進めています。

高速スキャンで高 密度、高 精 細な点 群データが 取 得できる３D - LiDARと独自のソフト
ウェアを組み合わせたソリューションをモビリティ用途やセキュリティ、モニタリング用途

メインユニット

メーター類

統合ECU

統合インパネ

各種ECU

など幅広い分野へ提案しています。
●カーナビ
●ディスプレイオーディオ
●カーオーディオ

●通信モジュール
●HUD
●ドライブレコーダー

※写真はイメージです。

コネクテッドサービス/データ駆動ソリューション開発
過去から蓄積している膨大な走行ルートや交通情報、地図情報など、さまざまなデジタルデータを用いた独自の人工知能や各種データ活用
３D-LiDAR「1st Model」
上：Short Range 下：Medium Range

「３D-LiDAR」で取得した点群積算データ
（左）
と人物トラッキングの様子
（右）

技術の開発を進めています。今後新たな個人向けサービスや、社会課題を解決するソリューションの創出につなげていきます。

データレイク
業務用音響ソリューション
パ ソコンなどに 搭 載 する優れ た 品 質の

国 内 外で揺 るぎない 地 位 を築 いてい る

Ultra HD Blu-ray対応モデルなど、
高い読み

スピーカーデバイスを、数 多くの 企 業に

TAD のブランドで、ハイエンド音響機器

取り・記 録 精度を誇るＰＣ用のBD/DVD

提供しています。

を展開しています。

交通情報

駐車場満空情報

気象情報

施設イベント情報

災害時通行実績

未来施設道路情報

光ストレージ関連

ハイエンド音響 機 器関連

Connected

ライターを提供しています。

事故発生予測地点情報

MaaS 向けサービス
モビリティ業界の DX サービス

モバイルサービス連携
EC サービス連携

次世代HMIソリューション開発
自動車の高度化によって複雑化する車室内空間のエンタテインメント性、快適性、安全性を向上させるとともに、走行環境やユーザーの状況
に合わせてさまざまな体験価値を提供する、次世代HMIに関わる技術とソリューションの開発に取り組んでいます。
測る：確実な状況センシング

解る：データで裏付けされた最適な解析

伝える：五感を使った適切な通知

医療・健 康機 器関連

有 機ELデバイス

体を傷つけることなく血流を計測できる小型でウェアラブルな

ドライバーモニタリング
GPS情報

低消費電力で視野が広く、
薄い・軽い・丈夫など優れた特性を持つ

「レーザ血流計」や、独自の音響技術を活用した「電子聴診器」

車内音・車外音

車両状況

バイタル情報

有機ELディスプレイと特殊光源を製造・販売しています。

の開発・製造を行っています。

シートバイブレーションシステム

サウンドデザイン

AR重畳技術

OLED ディスプレイ

パーソナル（運転ストレス）

パイオニアのIVIソフトウェア、
キャビンUXソリューションを
こちらのWEBサイトで紹介しています。

パイオニアの研究開発をWEBサイトで紹介しています。

https://jpn.pioneer/ja/corp/news/event̲campaign/
ces2021/digital̲cabin̲innovation/

https://jpn.pioneer/ja/manufacturing/crdl/fr/
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行動予測

状況監視
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社会貢献 活動

パイオニアの 歴 史

企業理念「より多くの人と、感動を」のもと、
「 音・映像」
「 環境保全」
「 教育支援」を中心に、積極的に社会貢献活動

パイオニアは創業以来、
お客様に新しい価値をお届けする
「世界初」
の製品を数多く生み出してきました。

に取り組んでいます。社員一人一人が活動に取り組み、豊かな社会の継続を目指します。

身体で聴こう音 楽会
パイオニアの創業者である松本 望が考案した、
音を振動に変換する ボディソニック（体感音響システム）
を使い、
耳が不自由な方にも音楽と
リズムを楽しんでいただける 身体で聴こう音楽会 を、
1992年から開催しています。

1937年

創業者 松本 望がダイナミックスピーカー「A-8」を開発

1938年

福音商会電機製作所を設立、創業

1947年

福音電機株式会社設立

1961年

パイオニア株式会社に商号変更

1962年

世界初 セパレートステレオを発売

1975年

世界初 コンポーネントカーステレオを発売

1984年

世界初 カーCDプレーヤーを発売

1986年

国内市販カーオーディオに新ブランド カロッツェリア を採用

1990年

世界初 市販GPSカーナビゲーションシステムを発売

1992年

世界初 4倍速CD-ROMチェンジャーを発売

1996年

世界初 DVD/LD/CDコンパチブルプレーヤーを発売

1997年

世界初 DVDカーナビゲーションシステムを発売

1937年

1975年

A-8

コンポーネントカーステレオ

世界初 DVD-Rドライブを発売

ものづくり教 室

パイオニアの森
埼玉県の鎌北湖近くにある2.4ヘクタールの桧の森を パイオニア

子どもたちが、
ものづくりの楽しさを体験できる
「ものづくり教室」

の森 と名付け、間伐や枝打ちなどの森林保全活動を2005年

を開催しています。
音の原理やスピーカーの仕組みを学び、
紙製の

から行っています。

スピーカー作りに挑戦。
自分で作ったスピーカーから音が出た時の
感動を、多くの子どもたちに伝えていきたいと考えています。

世界初 有機ELディスプレイ搭載カーオーディオを発売
世界初 民生用XGA対応50型プラズマディスプレイを発売
1999年

世界初 DVDレコーダーを発売

2004年

世界初 DJ/VJ用DVDプレーヤーを発売

2006年

世界初 50V型フルHDプラズマモニターを発売

2008年

世界初 400GB多層（16層）光ディスク技術を開発

2010年

世界初 HV T方式スピーカーを発売

2012年

世界初 AR情報を映し出すヘッドアップディスプレイ搭載カーナビを発売

2013年

世界初 ペダリングを可視化する ペダリングモニターシステム を発売

2014年

世界初 発光層塗布型有機EL照明モジュールの量産出荷を開始

1990年

GPSカーナビゲーション

法人向けクラウド型運行管理サービス ビークルアシスト の提供を開始

その他
●

資源を大切にする活動・クリーン活動

●

地域社会との交流活動

2016年

既販売車に搭載可能な先進運転支援システム Intelligent Pilot を開発

2017年

HERE Technologiesと業務提携

2018年

創業80周年

2019年

サイバーナビ

ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアとパートナーシップを締結
2019年
2020年

「docomo in Car Connect」に対応し、
オンデマンド機能を強化した サイバーナビ を発売
コンチネンタルと統合コックピット開発における戦略的パートナーシップを締結
市販市場初 緊急通報機能を搭載した通信ドライブレコーダー
「ドライブレコーダー＋」
を発売

パイオニアの社会貢献活動をWEBサイトで紹介しています。
https://jpn.pioneer/ja/corp/sustainability/social/contribution/
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３D-LiDAR「１st Model」の量産を開始
2021年

Cerence Inc.とインフォテインメントソリューションの開発に向け戦略的パートナーシップを締結
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2020年

通信機能を搭載した
「ドライブレコーダー＋」

〒113-0021 東京都文京区本駒込2丁目28番8号 文京グリーンコート

2021年7月発行

