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■ 図 グローバルPDMシステムの概要

グローバルPDMシステムの構築により
世界4極での分散開発体制を確立、競争力を強化
アルパインでは、グローバル分散開発体制を推進するために、技術情報や部品情報、構成情報など
のリアルタイムな共有を目指し、NECのPDM（技術情報管理）システム「Obbligato Ⅰ
Ⅰ」を導入
。製品開発効率の大幅な向上を実現し、グローバル市場における競争力を強化している。
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東京本社 東京都品川区西五反田1-1-8
いわき本社 福島県いわき市好間工業団地20-1
設 立 1967年5月
売上高 2,650億円（2007年3月期実績）
社員数 12,456人（連結ベース、2007年3月31日現在）
事業概要 カーオーディオ、ビジュアル、ナ
ビゲーション、コミュニケーション、
ドライブ
アシスト
（安全運転支援機器）などの事業を
展開し、次世代のカーライフを創造する「モ
ービル・メディア・ソリューションカンパニー」
を目指している。
URL:http://www.alpine.com/
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お問い合わせ

NEC
第一製造システム事業部 ＣＰＣソリューショングループ
e-Mail：oblsales@cpc.jp.nec.com
Tel：03-3456-7474

詳細はこちらから
www.nec.co.jp/ad/ap7

※出典：テクノシステムリサーチ「２００６年ＰＤＭ／ＰＬＭビジネス市場分析調査」2006年11月

