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代表取締役 兼 社長執行役員

矢原 史朗

「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 の々価値観、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、地球温暖化などの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へ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。
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企業理念

Creating the Future of Mobility Experiences

Move the Heart and Touch the Soul

企業ビジョン
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独自のモビリティAIプラットフォーム「Piomatix」を活用し、モビリティ空間
における新しいサービス、ソリューションの企画、開発を推進しています。
「音声」と「通信」により安心・安全で快適な運転を実現するとともに、OTA
による定期的なアップデートで、購入後も進化する商品・サービスを提供し
ていきます。第一弾として市販向けに、次世代通信型ドライブレコーダーや
音声によるカーナビゲーション、Wi-Fiスポットなど多彩な機能を搭載した、
世界初※AI搭載通信型オールインワン車載器「NP1」を発売しました。

OEM事業

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するとともに、次世代車両に
向けて、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を提案しています。

長年培ってきた音響技術を活かし、最適な車室内サウンドの提案を
しています。また、ハイエンド音響機器として国内外でゆるぎない地位
を築く”TAD”ブランドを展開しています。

光ストレージ事業

Ultra HD Blu-ray対応モデルをはじめ、高い読み取り・記録精度を誇る
BD/DVDライターなどPC関連商品を提供しています。

サウンド事業

※写真はイメージです。

※ドライビングパーソナル音声AIを搭載したコネクテッドデバイスとして。ESP総研調べ
（2022年3～4月実施のカーエレクトロニクス製品に関する市場調査）

データソリューション事業

市販事業

安心・安全なモビリティ社会の実現に向け、膨大なモビリティデータを活用したクラウド型ソリューションを自動車保険会社や物流企業など
に向けて提供しています。運行管理サービス「ビークルアシスト」は、カーナビゲーションやドライブレコーダーなどと連携し、業務車両の動
態管理や危険運転の把握、安全運転指導の自動化や業務レポートの自動作成といった、事故削減や運行管理業務の効率化を支援します。

NP事業

カーナビゲーション、カーAV、カースピーカーなど多彩な車載機器をグローバルに提供。国内市場向けには「カロッツェリア」ブランド
を展開し、車室内をオンライン化する車載用Wi-Fiルーターや、危険検知などの安心・安全機能を搭載したドライブレコーダーも提供
しています。

事 業 紹介
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サウンド事業の
詳細はこちら

カロッツェリア商品の
詳細はこちら

ビークルアシストの
詳細はこちら

NP1の
詳細はこちら

PC・スマホ関連機器の
詳細はこちら

スマート音声ナビ クルマWi-Fiクラウド
ドライブレコーダー もっとカーライフ++ ［会話するドライビングパートナー］

カーエレクトロニクス分野を中心に、斬新でユニークな発想と最先端のテクノロジーを活かした
製品やサービスをグローバルに展開しています。
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Piomatixの
詳細はこちら

SaaS Technology Centerの
詳細はこちら

技術プラットフォーム：Piomatix（パイオマティクス）

先行技術開発

複数のAIテクノロジーと音声インターフェースを組み合わせて、さまざまな社会課題を解決するモビリティAIプラットフォーム。個々のドライバー
の状態や車両の走行状況を把握し、適切なタイミングで最適な情報を音声で提供します。コンシューマー/ビジネス向けのソリューション開発
を行うとともに、オープンプラットフォームとして他社との戦略的パートナーシップを加速し、幅広いお客様へ豊かな移動体験を提供します。

サービス開発・運用組織：SaaS Technology Center

サービスの開発・運用を内製化し、サービスへのデータ活用を強化するSaaS Technology Centerを2021年に設立。モビリティ領域のさま
ざまな社会課題を“モノ”と“コト”を掛け合わせたソリューションで解決する“SaaSビジネス”を、強力かつ迅速に推進しています。

「DevOps」による開発・運用効率化 サービス開発・運用を内製化 サービスへのデータ活用を強化

先行技術開発の
詳細はこちら

■ IVI（In-Vehicle Infotainment※）/次世代車両向け技術開発

伝える：五感を使った適切な通知

測る：確実な状況センシング

ドライバーモニタリング 車内音・車外音

GPS情報 車両状況 バイタル情報

OLEDディスプレイAR重畳技術

サウンドデザインシートバイブレーションシステム

解る：データで裏付けされた最適な解析

状況監視

行動予測パーソナル（運転ストレス）

■ 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・ソリューションの開発に取り組んでいます。

■ 次世代ソリューション向けコア技術開発

人工知能（AI）やセンサーなどの先進技術を利活用し、画像認識やデータ解析などの技術を進化させることで、新たな価値と感動を提供する
次世代ソリューションとそれを支えるコア技術の開発に取り組んでいます。

モビリティ領域における“モノ（ハード）×コト（サービス）”価値を提供するため、車載機器などからの膨大なデータや、
人工知能（AI）、HMIなどを活用する技術の開発を行っています。

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。

■ コネクテッド/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サービスの創出につなげていきます。

※ 運転手や同乗者が必要とする情報やエンタテインメントを提供する車載システムの総称

ソリューションサービス企業への変革を支える技術開発

Sensor
data

Camera
data

User
data

Map
data

測る

解る

伝える

価値

コア技術の進化

技術の進展

             コンピュータビジョン

       AI／機械学習／深層学習

センサ  無線通信

                               画像処理  画像生成

                       時系列解析／予測

                マルチモーダル解析

        画像認識  音声認識

物体検出  CG活用

未来の移動体験を創出



カーボンニュートラル実現に向けて、2030

年３月期に自社からのCO2排出量（Scope

1※3+Scope2※4）を2018年３月期比で

30％削減する目標を設定し、企業活動を

推進しています。

事業活動では、商品・サービスの提供に際し、「持続可能な開発目標（SDGs）」※1における17の目標および日本政府が提唱する
新しい社会のあり方「Society 5.0」※2の達成に貢献することを通して、企業価値と社会的価値の共通価値の創造（CSV）を目指
しています。上記以外の経営基盤の分野では、グループ内の組織統括（ガバナンス）・人権・労働慣行・環境・公正な事業慣行・
消費者課題・コミュニティへの参画とコミュニティの発展に関わる社会的責任を果たしていきます。

事業活動の事例

パイオニアの価値創造プロセス

「事故リスク削減」などマテリアリティ（重要課題）を特定し、企業ビジョンや中期経営計画に沿った取り組みを行うことで、
社会の持続可能（サステナブル）な発展に貢献していきます。

音声操作や通信による多彩な機能・サービスで、運転時のストレス

軽減や安全性向上、高齢者に優しく安全な運転環境の実現など

幅広い分野の課題解決に貢献します。

車のエネルギー効率（燃費/電力消費率）を推定する特許技術と、

ルート探索技術、「Piomatix」を組み合わせ、車の移動に伴うCO2

排出量の削減をサポートするプラットフォームを構築。モビリティ

分野で環境課題の解決に貢献します。

■ Piomatix for Green

カーエレクトロニクス事業における技術・ノウハウを企業向けに

も展開。「CO2排出量削減」「交通事故削減」「人手不足への対応」

といった社会課題の解決に貢献します。

■ ビークルアシスト

日報

コース作成

地図

業務進捗

地点管理

安全管理

車両や人の状況

車両予約

動態管理
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※1 2015年に国連で採択された2030年に向けての17つの目標と169のターゲット
※2 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会

技術革新の拡大 高齢ドライバー
などの移動支援

注意喚起により
交通事故を削減

該当するSDGs項目 該当するSDGs項目

地球温暖化防止省資源と資源循環、
化学物質の管理

該当するSDGs項目

森林保全活動
身体で聴こう音楽会
などを通じた文化、
多様性への貢献

該当するSDGs項目

注意喚起により
交通事故を削減

安全運転支援
および最適経路
による燃費改善

巡回業務効率化
による
生産性向上

Society5.0のイラストについて：
内閣府の下記ホームページより加工して作成  
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/

企業
ビジョン 中期経営計画の取り組み未来の移動体験を創ります

社会の持続可能（サステナブル）な発展

持続可能な地球環境への貢献

育成・安全衛生／
人材育成（イノベーション人材・社会貢献意識）安全衛生・
リスクマネジメントへの取り組み

責任あるサプライチェーン
健全な企業風土・経営基盤の確立

E

S

G
4

3

2

1

高齢化・グローバル社会に
おける移動支援

移動時の情報過多・
複雑化解決

人手不足・ラストワンマイル
問題解決

事故リスク削減 NP事業

データ
ソリューション

事業
市販事業

OEM事業 光ストレージ
関連事業

未来の移動体験を通じて、豊かな社会を実現するサービスを提供する

経営基盤分野の事例

運行管理による
走行距離・時間短縮により
CO2の排出量削減

パートナーシップ
（企業間連携）

該当するSDGs項目

移動に伴うCO2可視化や
排出量削減の支援による
地球温暖化防止

パートナーシップ
（企業間連携）

提 供 価 値

マテリアリティ（CSR課題）

安心・安全 業務効率化 快適・
エンタテインメント

イノベーション人材、
社会貢献意識の高い人材の育成

確かなものづくりで
お客様から信頼・満足を獲得

ものづくりと持続可能な
地球環境への配慮を両立

社会からの信頼獲得

社会・環境リスクの回避、
信頼向上、事故等の防止

健康で安全な職場環境の確保

■ カーボンニュートラルへの対応

柔軟な働き方を実現する制度、多様な人材

の活躍を支援する教育プログラム、育児・

介護と仕事の両立支援などさまざまな取り

組みを行っています。

■ 多様な社員が自律的に活躍できる環境

音による社会貢献「身体で聴こう音楽会」、

教育支援「ものづくり教室」など地域社会

の要請を考慮した幅広い分野での活動を

通じ、豊かな社会づくりに貢献しています。

■ コミュニティとの共生

※3 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス）
※4 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

独自オープンプラット
フォームによる
ソリューション提供

持続可能な社会の実現と企業価値向上への取り組み

パイオニアグループは、企業理念や企業ビジョン・中期経営計画と連動した企業活動を通じて、
持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指しています。

CSR報告書
はこちら 環境活動の

詳細はこちら
社会貢献活動の
詳細はこちら

「身体で聴こう音楽会」 

■ NP1

女性の活躍推進

該当するSDGs項目

障がい者の
雇用促進

CO2CO2

CO2
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企業情報の
詳細はこちら

主なグループ会社

会社概要

商                号       パイオニア株式会社
                              PIONEER CORPORATION

本 社 所 在 地      〒113-0021
                              東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート
                              電話番号 03-6634-8777（代表）

創                業      1938年（昭和13年） 1月1日

設                 立      1947年（昭和22年） 5月8日

代表取締役 兼 
社長執行役員      矢原 史朗

資      本      金      57,381百万円

従  業  員  数      9,153名（グループ連結、2022年３月末時点）

主 要 事 業 所      川越事業所
                              〒350-8555 埼玉県川越市山田25-1

売     上     高　  2,699億円（グループ連結、2022年３月期）

国内外に約50社のグループ会社を有し、グローバルに連携しながら、優れた製品・サービスの提供に努めています。

1937年

1938年

1947年

1961年

1962年

1975年

1979年

1984年

1986年

1990年

1992年

1996年

1997年

1999年

2004年

2006年

2008年

2010年

2012年

2015年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

創業者 松本 望がダイナミックスピーカー「A-8」を開発

福音商会電機製作所を設立、創業

福音電機株式会社設立

パイオニア株式会社に商号変更

世界初 セパレートステレオを発売

世界初 コンポーネントカーステレオを発売

世界初 業務用レーザーディスク(LD)プレイヤーを発売

世界初 カーCDプレーヤーを発売

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

世界初 市販GPSカーナビゲーションシステムを発売

世界初 4倍速CD-ROMチェンジャーを発売

世界初 DVD/LD/CDコンパチブルプレーヤーを発売

世界初 DVD-Rドライブを発売

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

業界初 DVDカーナビゲーションシステムを発売

世界初 DVDレコーダーを発売

世界初 DJ/VJ用DVDプレーヤーを発売

世界初 50V型フルHDプラズマモニターを発売

世界初 400GB多層（16層）光ディスク技術を開発

世界初 HVT方式スピーカーを発売

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

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

創業80周年

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

「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

車内のオンライン化を実現する車載用Wi-Fiルーターを発売

セレンス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

SaaSビジネスを推進する「SaaSテクノロジーセンター」を設立

モビリティAIプラットフォーム「Piomatix(パイオマティクス)」を発表

世界初 AI搭載通信型オールインワン車載器「NP1」を発売

1937年　A-8

1975年　コンポーネントカーステレオ

1990年　GPSカーナビゲーション

2022年　 NP1

2019年　サイバーナビ 

2020年　車載用Wi-Fiルーター 

創業以来、パイオニアのDNAである「世界初」「業界初」の製品やサービス、新しい感動を数多くのお客様へ提供してきました。
近年は、長年培ってきたものづくり力と、膨大なデータを活用したサービスをかけ合わせることで実現する「社会課題を解決する
ソリューションサービス」の開発を推進しています。

ソリューションサービス企業へ

パイオニアヒストリー

［国内］

株式会社ソアー

株式会社テクニカルオーディオデバイスラボラトリーズ

東北パイオニア株式会社

パイオニアウェルフェアサービス株式会社

パイオニアサービスネットワーク株式会社

パイオニアシステムテクノロジー株式会社

パイオニアデジタルデザインアンドマニュファクチャリング株式会社

パイオニア販売株式会社

パイオニアファインテック株式会社

最上電機株式会社

［海外］

米州

アメリカ　        Pioneer Elecrtronics (USA) Inc.

パナマ　　      Pioneer International Latin America, S.A.

ブラジル　       Pioneer do Brasil Ltda.  

欧州

ベルギー　      Pioneer Europe NV

中東・アフリカ

U.A.E               Pioneer Gulf, Fze.

アジア・オセアニア

インド　　        Pioneer India Electronics Private Ltd.

オーストラリア Pioneer Electronics Australia Pty. Ltd.

シンガポール   Pioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd.

タイ　              Pioneer Electronics (Thailand) Co., Ltd.

中国                 Pioneer China Holding Co., Ltd.

香港                 Pioneer (HK) Ltd.　
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