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ビジネスに、〈+ALSI〉というストラテジー。

Vision

アルプス システム インテグレーション株式会社（ALSI［アルシー］）の最大の強みは、

アルプスグループの“ものづくりDNA”を継承し、お客様の視点や真のニーズを重視

したITソリューションを提供できる点にあります。システムの構築・運用からセキュリティ

対策、ファームウェア開発、IoT対応まで、IT構想にALSIのノウハウと技術をプラス 

̶̶ ビジネスを豊かな未来に導くストラテジーです。
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お客様視点に立ち、真のニーズを理解して
ITソリューションをワンストップで提供します。

製造現場で培った経験・ノウハウが豊富なALSIは、「ものづくりDNA」

の思想が原点。業務支援システムのコンサルティングから構築、保守・

運用まで、ITソリューションをグローバルで提供し、「お客様の満足」を

実現します。

「情報を守り、活用する。」 ―― 
セキュリティ対策の技術・ノウハウをもとに、安心・安全を提供します。

サイバー攻撃がますます巧妙化する一方、ビジネスでのインターネット利用は不可欠と

いうことも事実。ALSIのセキュリティソリューションは、このような脅威に個 に々対応するの

ではなく、いかに「お客様の情報資産を守り」「お客様に安心・安全を提供する」かを

製品・サービスで実現することにあります。インターネットのアクセスマネージメントと

情報漏洩対策を両輪に、価値のあるソリューションを提供します。
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情報漏洩対策

基幹システムソリューション
企業運営の基幹となる業務支援システムの構築から保守・運用まで、製造業の業務特性、
要件に精通したエンジニアが導入をサポートします。

業務効率化・業務改善ソリューション
ERPフロントソリューション「ECOAS」など、基幹業務周辺の各種業務改善ソリューションを
提供することで、お客様の業務効率化を支援します。

製品設計・開発業務支援ソリューション
製造現場の中枢である製品設計業務、製品開発業務の業務効率化および製品の品質向上
ソリューションを提供します。

インフラ基盤ソリューション
コンサルティングからハードウェア／ソフトウェアの選定・調達、システムの構築・運用・保守
まで、製造業や自治体、文教向けノウハウを活用した最適なソリューションを提供します。

インターネットアクセスマネージメント

■あらゆるインターネット接続をカバーするネットワークセキュリティ
インターネット環境の変化、お客様の利用環境の変化に対応し、お客様に安心・安全を持続的に提供でき
るよう、先端技術を取り入れ、社会的合理性と利便性を併せ持ったネットワークセキュリティを提供します。

■ビジネスのあらゆる場面、そして社会を守るフィルタリングサービス
14年連続マーケットシェアNo.1※のALSIは、標的型攻撃や未知の脅威への対応など、時代の要請に
応えてWebフィルタリング技術を進化させ、「ホワイトリスト」運用や国別のWebアクセス可視化を
実現。InterSafe WebFilterを中心に、ビジネスの全領域で安全なアクセス環境を提供しています。
また、携帯電話事業者各社にURLデータベースを提供すると同時に、子どもたちに「インターネットの
安全な使い方」を伝える啓発活動にも力を入れるなど、その技術はビジネスを超え社会全般へと広
がっています。
※各種調査機関のデータをベースにした当社調べ（2018年4月現在）

情報漏洩対策

■情報の保護と活用を両立する、独自の情報漏洩対策
重要な情報が保存されている電子データは、文書の内容や閲覧する利用者の役職・部署に応じて編集
や持ち出しができる権限を与え、かつユーザーの利便性を損なうことなく管理ができます。これにより、
情報資産を守りながら、活用することができます。

■持ち出させない技術と、流出後の漏洩を防ぐ技術
スマートフォンやUSBメモリ等での情報の持ち出しを厳密に管理するソリューションと、高度かつ独自の
ファイル自動暗号化技術で、情報漏洩を未然に防止するとともに、万一の流出時の情報漏洩を防ぎます。

データ統合ソリューション
社内に散在する複数のシステムやマスターデータを統合し、連携を図る統合基盤システム
ソリューションを提供します。
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Value

最先端のソフトウェア技術にALSIならではの付加価値をプラス、
電子機器の高性能化を支えます。

自動ブレーキや自動運転が話題の自動車はもちろん、AV機器やエアコン、

炊飯器といった家電製品に至るまで、マイコンやセンサで制御していないものが

ないほど、様 な々機器がインテリジェント化しています。そうした機器に組み込まれ、

高精度に機器を管理、動かしているのが、ファームウェアです。IT機器のソフト

ウェアと違い、製品開発の段階から深く関わることが求められ、「ものづくり

DNA」を受け継ぐALSIの力が高度に発揮できる分野です。

社会の様々な分野で、快適さ・便利さを実現
快適生活の必需品のモバイル機器、家電製品、自動車。これからの時代に欠かせないヘルス
ケア、エネルギー関連製品。幅広い分野で活躍するアルプス電気の電子部品を内側から支
えているのがALSI。設計段階から一体となって関わることで、より高性能な機器開発に寄与。
さらにそのなかで培ったノウハウを、より付加価値の高い製品開発に活かすことで、社会の
発展に貢献しています。

常に「最先端の先」を見据えた開発環境
最先端がすぐに時代遅れになるといっても過言ではないファームウェア分野。ALSIでは新し
いソフトウェア技術を追求すると同時に、アルゴリズム開発などにも取り組み、最新かつ付加
価値の高いソリューションの提供に邁進しています。

ハイブリッドな感性を持つ人財の育成
製品開発現場ではハードとソフトの境界が曖昧になり、技術はボーダーレスになっています。
ALSIでは純粋なソフトウェア技術はもちろん、異分野の知識やノウハウを身につけ、ファーム
ウェア開発に活かせる人財の育成に努めています。

ALSIが長年にわたり培ってきた技術とノウハウを結集。
IoTの新たな可能性を拓きます。

モバイルネットワークやスマートフォンなど、新しいテクノロジーの快適さや便利さ

を多くの人が体験し、IoTへの期待はますます高まっています。ALSIでは無線

通信やセンサ制御を中心にIoT関連技術の開発に着手し、センサがデータ

を受け取るための仕組みづくりや、データを実際のビジネスに活用するための

プロセスづくりを推進。自動車の進化、ヘルスケア分野や農業のICT化など、

「新しい快適さ・便利さ」の実現を目指します。

長年培った技術やノウハウとのシナジーにより、IoTをリード
IoTを実現する要素技術は「モノとモノをつなぐネットワーク技術」「センサやモータ、各種機
器を制御する技術」「セキュリティ技術」といわれます。それはまさにALSIが長年に渡り実績
を重ねてきた事業分野であり、IoTソリューションでは、そうした技術やノウハウとの連携に
よるシナジーを高めていくことで、ALSIにしか提案できないソリューションを提供、IoT社会
の実現に貢献します。

アルプスグループの一員として、新しい可能性を追求
日々の暮らしの中で活用するモバイル機器や家電製品、自動車など、様々な分野でアルプス
グループの製品は活躍しています。ALSIはアルプスグループの一員として、例えば、自動車
のさらなるインテリジェント化を進めたり、気圧や気温・湿度、照度などの環境データを取り
込み農業のICT化に役立てています。また、在宅介護分野なら空調の状態や薬の服用管理、
健康状態チェックをセンサを使い遠隔でチェックしたりと、IoT関連技術を研究し、新たな
可能性を追求していきます。
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グループ企業とのシナジー効果で、真のグローバル・ソリューションカンパニーへ。
より安全なインターネット利用環境の実現を目指すセキュリティ専門会社や、
グローバルな開発拠点として活躍する中国大連の現地法人など、
ALSIグループは世界品質のサービスとソリューションをお届けします。

世界品質のソリューション、サービスを実現するためには、
世界に通用する人財の育成こそが重要だとALSIは考えます。
社内外での様々な研修プログラムの展開や自己啓発の支援など、
会社と社員が共に成長する企業風土が根付いています。
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Group・Global Human Power

阿尓卑斯系統集成（大連）有限公司

体系的な研修プログラムにより、継続的なスキルアップを実現

グローバル化の進展やIT環境の変化に対応できるよう、常に最先端の技術習得やスキルアップをサポート。
階層別・目的別に様々な研修プログラムを展開し、活き活きとチャレンジし続けるための人財育成環境が
整っています。

社員一人ひとりがプロアクティブに活躍できる、自己啓発を支援

社内研修だけではなく社外研修も活用し、ビジネススキルやヒューマンスキル、英語力など幅広い知識
の向上を図ることができます。自分の業務や今後のキャリアを見据えて選択することができるほか、会社
指定の公的資格取得を奨励する制度もあります。

■ハイブリッド型オフショア開発

中国大連に200名規模の現地法人を設け、業務アプリケー
ション開発やファームウェア開発、BPO業務などを実施。グ
ローバルオペレーション拠点として、様々なサポートを展開し
ています。

開発実務の経験豊富な上級エンジニアをオンサイトに派遣、企画から
開発・保守までを一貫サポートし品質保証を実現しつつ、開発規模や
内容に応じて中国現地法人によるオフショア開発を活用。オンサイト
のメリット（高品質）とオフショアのメリット（高生産性）を活かした柔軟
な開発体制を構築。お客様が要望する様々なシステム開発に応用し、
多くの企業のITインフラ構築に貢献しています。

人間力ネットワーク

ネットスター株式会社

■コアテクノロジー

ネットスターは高品質なフィルタリングエンジン及びURL
リスト、情報漏洩対策製品の提供を通し、企業や団体、学校、
家庭におけるインターネット安全性向上やアクセスの効率化、
信頼性の高い情報管理を実現しています。

精度の高いアクセスコントロールに必須のURLフィルタリングエンジ
ンを自社開発すると同時に、国内最大規模のURLリサーチセンター
を運営しURLデータベースの信頼性と鮮度を保っています。また、デ
バイスコントロールやファイルの自動暗号化技術により、オールイン
ワンの情報漏洩対策製品群の開発を行っています。

新入社員研修

製造業基礎研修
コミュニケーション研修

リーダー育成研修

ITシステム基礎研修

マネジメント研修
海外派遣前研修

プレゼンテーション研修



代表取締役社長

お客様に感動いただけるシステム・サービスを
アルプスシステムインテグレーション株式会社は、電子部品の総合メーカーアルプス電気グループのIT
戦略会社として、1990年に設立しました。創業時より一貫して、製造業の現場で培った“ものづくりDNA”
の思想を原点に、「製造流通ソリューション」「セキュリティソリューション」「ファームウェアソリューション」を
柱に、事業を展開しております。

製造流通ソリューションでは、基幹システムの導入支援や海外拠点と接続するデータ連携基盤サービス
など、お客様の業務改善に貢献するシステムの開発、保守、運用をサポート。セキュリティソリューションで
は、“いつでも、どこでも、どんなデバイスでも、どんなネットワークでも”お客様の情報を守りながら、活用すること
ができる製品やサービスを提供しています。そしてファームウェアソリューションでは、アルプスグループが
製造する車載電装や通信デバイスの組み込み系制御プログラム、センサ制御のファームウェア開発を
担い、世界の最先端機器の進化に対応しています。

いずれの事業も、お客様の視点、真のニーズを重視し、ものづくりのノウハウや経験に裏付けされた
ソリューションを提供してまいりました。今後はこの3事業をより確実な事業基盤としてさらなる発展を推進する
とともに、それらの現場で磨きあげた技術とノウハウを結集。全世界で注目を集めているIoTビジネスなど
新たな領域にもチャレンジし、さらなる成長を目指します。

今後もALSIは、お客様に感動していただけるシステムやサービスを提供してまいります。

Top Message Profile
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■社名
アルプス システム インテグレーション株式会社

■設立
1990年4月2日(平成2年)

■資本金
2億50万円

■業績（2018年3月期）
売 上 高　108億2100万円　 
営業利益　   7億1600万円

■社員数
371名（2018年6月現在）

■役員
代表取締役社長 永倉 仁哉
常務取締役 筥崎 　智
取締役 中山 　明
取締役 高橋 義弘
取締役 金子 　央
取締役 小野 淳一
監査役 荒井 光夫

■関連会社
ネットスター株式会社
阿尓卑斯系統集成（大連）有限公司

■アルプスグループ
アルプス電気株式会社
アルパイン株式会社
株式会社アルプス物流
株式会社アルプスビジネスクリエーション
アルプス・トラベル・サービス株式会社
アルプスファイナンスサービス株式会社

■所在地
本　　　　社 〒145-0067　東京都大田区雪谷大塚町1-7
 TEL:03-5499-8181　FAX:03-3726-7050

東京営業所 〒145-0067　東京都大田区雪谷大塚町1-7
 TEL:03-5499-8045　FAX:03-5499-0357

古川営業所 〒989-6143 宮城県大崎市古川中里6-3-36
 TEL:0229-23-7734　FAX:0229-23-7740

仙台営業所 〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央2-9-16 朝日生命仙台中央ビル4F
 TEL:022-713-6951　FAX:022-713-6952

名古屋営業所 〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄1-23-2 第二昭和ビル6F
 TEL:052-746-9766　FAX:052-746-9767

大阪営業所 〒564-0041　大阪府吹田市泉町3-18-14
 TEL:06-6386-2673　FAX:06-6386-2674

福岡営業所 〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6 第3博多偕成ビル5F
 TEL:092-483-1460　FAX:092-471-5186

白金台オフィス 〒108-0071　東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル7F
 TEL:03-5795-4626　FAX:03-5795-4839

十日町オフィス 〒989-6165　宮城県大崎市古川十日町5-10 十日町Tビル1F
 TEL:0229-25-6391　FAX:0229-25-6392

■加盟業界団体
一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）
一般財団法人インターネット協会（IAjapan）
特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）
フィッシング対策協議会
安心ネットづくり促進協議会
一般社団法人　日本スマートフォンセキュリティ協会（JSSEC）
一般社団法人セキュリティ対策推進協議会　（SPREAD）
一般社団法人セーファーインターネット協会（SIA）
子どもたちのインターネット利用について考える研究会
特定非営利活動法人　ASP・SaaS・クラウド コンソーシアム(ASPIC)
一般社団法人　iOSコンソーシアム
日本OSS推進フォーラム
日本複合カフェ協会(JCCA)
一般財団法人　草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会（Grafsec）


