テクノホスピタリティを世界へ
輝きに満ちた、新しい半世紀をお客さまとともに

Corporate Profile
会 社 案内

CP 202203 SQ

2022

株式会社アルメックスは、医療機関やビジネスホテル、
レジャーホテル、

です。2014年11月に設立したマレーシア
（クアラルンプール）
の現地法

飲食店、ゴルフ場やアミューズメント施設などに向け、自動精算機

人子会社ASTA（ALMEX SYSTEM TECHNOLOGY ASIA）を核

（KIOSK）、
セルフチェックイン機、
フロント管理システムをはじめ、各々
の店舗、施設、市場を取り巻く業務オペレーションの効率化や施設利

にして、成長著しい東南アジア市場における事業機会の創出を進めて
まいります。

用者の利便性をサポートするトータルソリューションの製品・サービス
を、先端の技術をもってご提供している企業です。
そして、
その多くの領

テクノホスピタリティを世界へ
輝きに満ちた、新しい半世紀をお客さまとともに

第3の軸は、DXやビッグバン・イノベーションの到来といわれるこの時

域において、半世紀にかけて市場トップ・シェアの地位を築いてまいり

代だからこそ、
アルメックスの事業価値の源泉であるテクノロジーとプ

ました。

ロダクツをしっかりアップデートし、社会に溶け込み受け入れられる製
品・サービスを開発し続けていくことに経営資源を集中することです。

私どもは、当社製品・サービスをご利用いただいているお客さまの業

事業と組織の運営におけるインターナルDXの取り組みを推進すると同

務効率の向上をご支援することはもとより、
さらにその先にいる利用

時に、
クラウド、IoT、M2M、
ビッグデータ、AI、生体認証、
フィンテックと

者、
エンドユーザーにも高水準の利便性をお届けするべく努めてまい

いった新しいテクノロジーとシステムデザインを研究探索し、
これらを

りました。

最大限活用して既存商品の改良とアップデート、新商品・サービスの
開発と創出に注力することにより、荒波の渦巻くダーウィンの大海へと

一方で、
お客さまの声にお応えして既存の技術を組み合わせるノウハ

漕ぎ出し乗り越えて持続的な進化を遂げてまいりたいと思います。

ウを培ってまいりました。
その点が、
マスプロダクトによる自社の汎用品

ハードウエアとソフトウエアとサービスの三位一体による事業価値の持

を納品する他社との決定的な違いと言えます。
お客さまに最適な製品・

続的向上を図るために、私どもはADX（アルメックス・デジタルトランス

サービス、真に喜んでいただけるソリューションをご提供することこそ、

フォーメーション）
の実現に向けて果敢に挑戦していきます。

私どものこだわりであり誇りです。
1966年創業のアルメックスが、半世紀以上にわたり成長できたことは、

「テクノロジー」
「ホスピタリティ」
の高次元での融合を追求
パラダイムシフトに適応し、必要とされる次へ

お客さまのご要望を的確に汲み取り、形にしていく現場対応力と、
クオ
リティが求められる製品カスタマイズの実現力、
そしてお客さまに寄り

世界的なパンデミックを受けて私どもの世界はいま大きなパラダイムシ

添いながら共に創り上げてきた行動と姿勢をご評価いただいた証しで

フトが起こっています。
ソーシャルディスタンス、
リモートワーキング、

あると自負しております。

OMO（オンラインとオフラインの融合）、
キャッシュレスといった不可逆

次代に向けたキーワードと3つの軸

的な社会ニーズが加速するなかで、私どもの事業領域においては、
「非
対面・非接触・省人化」
に対する課題解決ソリューションが益々求めら
れるようになっております。
まさにアルメックスがこれまでご提供してき

時代が大きく変化するいま、私どもは過去に甘んじることなく、新たな挑

たプロダクツ・サービスの社会的価値がより一層注目される時代が到

戦を絶え間なく遂行してまいります。

来しました。私どもの真価が問われていると言っても過言ではありませ

次代に向けた私どものキーワードは、
「テクノホスピタリティ＝TECH-

ん。
アルメックスは、
お客さまと利用者のさらなる効率性と利便性の向

NOLOGY HOSPITALITY」
です。

上をご支援していくために、
「テクノロジー」
と
「ホスピタリティ」
の高い次

これは、最適なテクノロジーや最先端のテクノロジーを駆使して絶えず

元での融合と卓越したテクノサービスの創造を追求いたします。

革新を繰り返し、お客さまとお客さまのサービスを利用されるエンド
ユーザーの方々に、究極のホスピタリティをご提供し続けるという強い

テクノホスピタリティを世界へ――― その想いを現実のものとするた

思いと理念が込められたアルメックスのオリジナルワードです。
そしてこ

めに、
私どもは努力を惜しまず、
製品やサービスの開発、
改善、
向上によ

れらを具現化していくために、3つのブレない大きな軸を打ち立てて事

り一層邁進していく所存です。

業に取り組んでおります。
今後とも、
アルメックスの付加価値の高いプロダクツとお客さまに寄
第1の軸は、私どもの存立基盤であるマザーマーケットの日本市場にお

り添ったソリューション・サービス、
そしてお客さまをはじめすべての

いて、
デジタルトランスフォーメーション
（DX）
の時代にもしっかり環境

ステークホルダーのみなさまに対するコミットメントにどうぞご期待

適応したより盤石で柔軟な組織と事業基盤を築いていくことです。長き

ください。

に亘り培ってきたお客さまとの信頼と信用を糧に、
お客さまのニーズや
課題に応じたカスタマイズ対応力とカスタマーサクセス・サービス力を
より一層強化し、
お客さまから真に頼られる強力なビジネスパートナー
として、
「断トツナンバーワン・プレーヤー」
を目指してまいりたいと思い
ます。
第2の軸は、
ビジネスのグローバル化を徹底して追及していくことです。
まず、
当社の開発体制と技術創出ネットワークのグローバル化への挑
戦です。
お客さまに、
より最適なものをより速くよりリーズナブルな価格
でご提供していくために、
当社のプロダクツ・サービスの開発、製造、購
買、供給の一連のバリューチェーンにおいて、海外パートナーとの協業
とネットワークを着実に構築し強化していきます。
また、長期的な視点
に立って、観光立国とヘルスケア立国を目指す日本の成長戦略を支え
るホテル業界や医療業界に対するインバウンド・ソリューションにも
しっかり対応できるようプロダクツの多言語化やUI/UXの革新を図っ
ていきます。
そして、海外事業展開としてのアウトバウンド戦略の推進
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ロビー・待合室にも
ホスピタリティを

導入実績 No.1
テクノロジーでヘルスケアマーケットをトータルサポート
医療施設に通院される患者さまはもとより、そこで働かれるスタッフの方々の
負担もできるだけ軽くしてさしあげたい。私たちアルメックスはそんな思いを
込めた製品やサービスをご提供しております。
自動精算機・再来受付機のマーケットリーダーであり、長年培ってきたノウ
ハウを持つ当社だからこそ可能な、フロントサービスに関する患者さまの利
便性向上とスタッフさまの業務効率化を包括的にご提案いたします。

M

edical
Service Systems

医療機関向け製品

受付・診察・精算まで…
医療施設向けフロントサービスを
トータルにご提案いたします。

診察
案内

会計
案内

自動
精算

投薬
案内

病室

Products
自動再来受付機

次世代型受付機
「Sma-pa
TERMINAL」

受付をスムーズにし、
関連機器との連携が可
能なシステムです。

クリニック・
調剤薬局向け
自動精算機

省コスト・省スペース・
省オペレーション。3
つの省で大きな効果
を発揮します。

待ち合い番号
表示アプリ
「Sma-pa
DISPLAY」

待ち番号がいつで
もどこでも確認でき
る、
スマートフォンア
プリです。

営業品目
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受付

病院用システムの製造・販売

医療費自動精算機

画期的な次世代受付
機の登場で患者・病
院スタッフ・医療経営
の三方良しを実現、
手
ぶら診療社会への一
里塚

病院経営の効率化と会計
業務のスピードアップに
効果的なシステムです。

診療費後払いアプリ
「Sma-pa
CHECK OUT」

会計待ち時間ゼロ。
クレジット
カード等によるキャッシュレス
診療が可能に。

院内表示システム

患者さまの居心地の良い待合
所・環境づくりのお手伝いをい
たします。

オンライン資格確認対応
顔認証付きカードリーダー
「Sma-paマイナタッチ」
マイナンバーカードで受付時の資格
確認を簡単・安全・スピーディーに

医療費自動精算機、自動再来受付機、自動保険証認証機、診察・会計・投薬表示
システム、ベッドサイド周辺機器、引出式電子冷蔵庫

詳しい情報はホームページを

ご覧ください。

https://www.almex.jp/
株式会社 アルメックス
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おまたせしない
“おもてなし” その先へ
多様なゲストニーズに対応し、
効率的な非対面接遇を追求した心のおもてなし
業務生産性向上のお手伝い
さまざまなシーンに対応したセルフチェックイン/アウト機で
非対面 / 非接触を実現する” ニューノーマルレセプション”

H

otel Service Systems

テーブルトップ型 KIOSK

Products
セルフチェックインKIOSK

-LINEUPスタンド型、テーブルトップ型、組み込み型

・ PMSメーカー各社、ルームキーメーカー
各社と連動したスマートオペレーション
・ ガイド表示の充実など安心設計
・ 多彩なPayment
現金、クレジットカード、QRコード決済
・ キャッシュレス専用機 (テーブルトップ型
KIOSK)

ホテルシステム
「Wincal」
宿泊主体型ホテルを
主に、シンプルなイン
ターフェースでチェッ
クイン展開を目指し
設計したPMS

客室 ICTシステム

ホ テル 向 け 製 品

「公式」アプリ作成サービス

ス テ イ・コ ン シ ェ ル ジ ュ

・ ” 旅マエ旅ナカ旅アト” 安全でスマートな
宿泊体験を提供
・ 現在地や目的地からプランを検索
・ QRコード対応のデジタル会員証
・アプリを使った簡単チェックイン実現
・ 室内設備のコントロール
・プッシュ通知でリピーター獲得

・ 管理画面から簡単にインフォメーション画面が作成
できる柔軟設計
・ミラーリング機能搭載
・ Wi-Fiルーター内臓
・ 各種館内混雑状況表示
・ 客室IoT機器との接続
・ 豊富なVODコンテンツ
・ PMSとの連携
・ データ分析機能搭載

営業品目
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スタンド型 KIOSK

ホテル／旅館用

セルフチェックインKIOSK、ホテルシステム、公式アプリ作成サービス、
非接触ICカード錠、省エネカードスイッチ、客室テレビシステム、VODシステム、
客室IoT機器連携、壁掛ヘアドライヤー、他

詳しい情報はホームページを

ご覧ください。

https://www.almex.jp/
株式会社 アルメックス
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「受付から精算まで」
スマート＆スムーズで
プレーの余韻を
そのままに

最新ソリューション導入で実現する
ワンランク上のおもてなし

G

日常の喧騒から離れ、満喫されたプレーの雰囲気をそのままに、自動精算
機がスピーディなチェックイン・アウトを実現いたします。また、フロント業務
の効率化により、スタッフさまは受付を離れて、きめ細やかな接客サービス
に専念。
「ここへ来て良かった」と感じていただく。ゴルフ場の更なる付加価
値サービスのご提供をサポートいたします。

Products
TEX-2900G

（現金 /クレジット/QR 対応）

olf Service Systems

進化した精算機「TEX-2900G」が
スマートなゴルフ場経営を実現
・ 紙幣、硬貨共に大容量ユニット
を搭載。金銭補充などの手間を
省きます。
・ 業 界 初！LEDサイドパ ー テ ー
ションを搭載。発光色の変化に
より状態変化をリアルタイムにお
知らせします。
・ 15インチ大型液晶モニタを搭載。

ゴ ルフ 場 向 け 製 品

APS-2110G

（キャッシュレス専用機）
キャッシュレス決済に特化した
ローコスト、省スペース型
キャッシュレス精算専用機。
・ ローコスト・コンパクトな省ス
ペース設計。
・ TEXシリーズとの組合せにより、
更に効率的な運用が可能。

テーブルトップ型 KIOSK

（現金 /クレジット/QR 対応）

セルフチェックインにも対応した
テーブルトップ型KIOSK
・ ローコスト・コンパクトな省スペース設計
・ TEXシリーズとの組合せにより、更に効果的な運用が可能
・ セルフチェックインにも対応

営業品目
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ゴルフ場用システムの製造･販売

ゴルフ場専用自動精算システム ICカード／ QRコード・バーコード対応
（ハイグレードメンバーシップ､メンバーシップ､パブリック各ゴルフ場用）
キャッシュレス専用精算機､自動チェックイン受付システム

家具組込型 KIOSK

（現金 /クレジット/QR 対応）
ローコスト・省スペースで
高級感を演出
※各 KIOSKはチェックイン機能搭載可能です

詳しい情報はホームページを

ご覧ください。

https://www.almex.jp/
株式会社 アルメックス
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お客さまに安心して
ご利用いただける
店舗づくりをサポート
多様化するお客さまのニーズを
最新ソリューションで強力にバックアップ
お客さまが感じられるストレス「呼んでも店員が来ない」
「頼みたいときに頼
めない」
「日本語以外で商材の説明が見たい」。アルメックスのトータルオペ
レーティングシステムはそれらを解消し、快適な店舗運営をサポートいたしま
す。多様な店舗形態に対応するため、ご要望に合わせた各種カスタマイズも
可能。楽しい外食をさらに楽しく。私たちは店舗さまとともに、全てのお客さ
まへ笑顔をお届けいたします。

S

オーダー
テイク・
セールス

会計管理

売上データ
管理

多様な飲食店の運営をサポートする、新世
代のトータルソリューションで、お客さまの
ニーズを的確に読み取りながら店舗経営の
合理化と売上向上をサポートいたします。

Products
PC-POSシステム

MAXNAVI AL-POS

elf-order Service Systems

外 食・店 舗 向 け 製 品

タッチパネルによる直感的な操作性でス
ピーディな会計を支援します。レジとし
ての機能だけではなく、拡張性の高い設
計により、店舗さまのご要望に合わせた
カスタマイズにもスピーディーに対応。
●予約管理台帳機能
（テーブル予約機能）実装

MAXNAVI neo

テーブルでのオーダーテイクを担い、
ホールスタッフさまの業務効率化を推
進。しかも、店舗さまのご要望に合わせ
たカスタマイズも行えます。欲しかった
ワンランク上の便利さを追求した、お店
の心強い味方です。従業員端末として
もお使いいただけます（MST機能）

営業品目
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●メニューデータのリモート
予約配信機能を搭載

テーブルトップオーダー端末（TTO）

クラウド型店舗運営支援システム

汎用自動精算機
FITシリーズ

店舗の稼働状況や売り上げの管理を、クラウド連携
でもっと便利に。遠隔でもリアルタイムにお店の状
況が把握できます。グラフィカルなWEB管理画面
で、売上データ分析や帳票出力も自由自在です。

多市場向け自動精算機で受
付･会計処理を自動化します。
従業員さまの負荷を軽減させ、
スムーズなフロント運用を実
現します｡

MAXNAVI MTO-NET

外食・店舗用システムの製造･販売

テーブルトップオーダー端末、PC-POS及び関連システム、店舗運営管理システム

詳しい情報はホームページを

ご覧ください。

https://www.almex.jp/
株式会社 アルメックス

11

レジャーホテルの
新たな可能性を
創造します
お客さまの「集客」
「送客」から「創出」まで
お客さまの集客を支援するホテル管理システムおよびレジャーホテル検索サイト
「ハッピー・ホテル」で、効果的なホテル経営をトータルサポートいたします。
また、集客・送客を強力にバックアップする「ハピホテ予約」や公式専用アプリ
「ステイコンシェルジュ」など各種サービスも展開し、業界全体の活性化にも寄
与してまいります。

L

eisure-Hotel Service Systems

オーナーさまとお客さまをつなぐレジャーホテル
検索サイト「ハッピー・ホテル」
、公式専用アプリ

ロビー・
フロント
システム

「ステイコンシェルジュ」
。

ここから広がるさまざまなサービスによって、さら

なる稼働率・売り上げ上昇のお手伝いをいたします。

ステイ
コンシェルジュ
予約

映像・オーダ
システム

Products
ホテル管理システム
ホテルさま独自のオリジ
ナル画面をカスタマイズ
可能。1200タイトル以
上の圧倒的なラインアッ
プを誇るコンテンツプラ
ンをご用意。魅力あるオーダリングシステム・Wi-Fi・ミ
ラーリングが可能システムとなります。

時間帯や客層に合わせたきめ細やか
な価格設定が可能で、運用の幅が
大きく広がります。
情報の登録・変更・切替もとても簡
単で、初心者でも触ったその日から
使いこなせる、レジ感覚の専用キー
ボードを採用しています。

レジャー ホ テル 向 け 製 品

精算機

ステ イ・コ ン シ ェ ル ジ ュ

国内最大級レジャーホテル検索
サイト「ハッピー・ホテル」や公式
専 用アプリ「ステイコンシェル
ジュ」を通じてポイント・予約シ
ステムなどの集客 ( 送客 )サービ
スを提供しております。

営業品目
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精算
システム

ハピホテ
予約

レジャーホテル用システムの製造･販売

ホテル管理システム､精算機（クレジットカード標準対応）､
マルチメディア集中管理システム､ＶＯＤシステム､映像コンテンツ各種､
顧客管理システム、
Ｗｅｂサービス、アプリサービス

（クレジットカード標準対応）
お部屋・フロントでのクレジット決
済はもちろん、タッチパネルの操
作画面に従ってボタンを押すだけ
ですので、どなたでも簡単にご利
用いただく事ができます。

詳しい情報はホームページを

ご覧ください。

https://www.almex.jp/
株式会社 アルメックス
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あらたなる可能性を

安心・安全に

追求して

ご利用いただくために

アルメックスの

A lmex’s

KIOSK 工房
まだ見ぬお客さまへのサービスを創造し
新たなマーケットを開拓

R＆D

アルメックスの製品をもっと多くの方々へ届けたい。

取り組 み

Approach
サポート体制

豊富な経験と技術により生まれたソリューションを既存市場はもとより新た
な市場にも広げていきたい。
アルメックスでは、新市場の開拓や既存市場の拡大を目指して、新しい製
品やサービスを企画・開発し、さまざまなお客さまにお届けしております。ま
たその活動の一環として外食産業や特定市場へのソリューション提供を
行っております。

大型量販店
複合商業施設
フードコート

アミューズメント
スポーツジム
スパ

観光施設
美術館
駐車場
駐輪場

ホテル
民泊
ユース
旅館

長きにわたりお客さまにお選びいただけている理由は、
「高い品
質」と「厳格な情報管理」。
ISO9001による品質マネジメントシステムを導入し、品質の均
また、当社では大切な情報資産を扱うことから、お客さまに安
心してご利用いただくために、ISO27001 認証取得による情報
管理の厳格化、および PCI DSS（ペイメントカード業界データ
セキュリティ基準）に準拠した決済システムを構築するなど、情

来ています。

報セキュリティレベルの向上に積極的に取り組んでいます。

私たちアルメックスは、既存の得意領域に顔
認証やAI・ロボット、IoTといった最先端技術
小型店舗
飲食店

ISO9001(JUSE-RA-1936)

を取り入れ、お客さまが思い描く施設の運営
スタイルを実現することが結果的に社会に貢

認証範囲
R&D本部、
BC本部、
LS本部、
構造改革本部

献していくことであると信じ、開発を続けてい
ます。
既成概念を超えた可能性を追求し、あらたな
“ホスピタリティ”の実現に貢献してまいります。

24 時間 365日、いつでもつながる安心のサポート体制

ISO27001(JUSE-IR-436)

でお客さまの業務を強力にバックアップ。

認証範囲
MS本部営業推進管理部、MS本部特販部、
R&D本部、
LS本部、
BC本部、
構造改革本部

また、自然災害や感染症によるパンデミックといった有
事に備え、複数拠点への分散化による業務継続体制を

次世代
認証技術

整えています。
コールセンターによる電話での応対、遠隔操作でのテク
ニカルサポートのほか、修理対応時には全国の拠点か

スマート
サービス
連携

Concept
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自動精算機からはじまり、現在では多くの施設にフロント業務の

一化を図り安定した製品をご提供しています。

この数年の間に飛躍的な進化を遂げたテクノ

高速
アプリ開発

用途、目的に合わせた
オリジナルKIOSK端末の
開発相談窓口

安心をお届けするための
アフターサービス

らす “超スマート社会” の実現は目の前まで

遊覧船
レンタルボート
フェリー
定期船
スーパーマーケット
コンビニ

きたるべき超スマート社会にも
アルメックスのホスピタリティを

ICTを最大限に活用し、人々に豊かさをもた
クリニック
調剤薬局
動物病院

トップシェアを誇る信頼の源泉
高い品質と厳格な情報管理
トータルオペレーションシステムを展開しているアルメックス。

ロジーは、さらにギアをあげて進化し続け、
自治体
各種手続機関

品質保証・
情報セキュリティ管理

クラウド
DB基盤の
構築
人工知能

らオンサイトサポートにより、
「もしも」の時もスピーディ
に対応します。

PCI DSS
認証範囲
包括加盟店型クレジット決済システム
ハピホテ決済システム

熟練のオペレーターやたしかなフィールドサポートの技
術力で、アルメックス製品導入後も安心してお使いいた
だける万全のアフターサービス体制をお約束します。
株式会社 アルメックス
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デジタル技術 アナログ技術による

一人ひとりの多様性が活かされ、利便性を共有し、持続的に発展し続け、
そして新たなライフスタイルが生まれていく。
そんな社会の変貌を、アルメックスは、テクノロジーとホスピタリティを実現し

新たな価値・ライフスタイルの創造

テクノホスピタリティを世界へ、新たな社会の価値の創造を皆様とともに
進めて参ります。

ADX Smart Business × Customer Success Service

テクノホスピタリティを支える

I

oT / IOE

インターネットの
連携接続技術

B

iometric

A

I Robotics
Big data

AI /ロボティクス

アルメックスのデジタル技術

F

in-tech

Authentication
Face recognition

個人認証・顔認証

Biometric Authentication
Face recognition

新しい

決済サービス

個人認証・顔認証を安心の技術で

などの先進技術

AI Robotics / Big data
先進技術の取り込み

実践力

現地調査
現場対応力

オンライン資格確認対応
顔認証付きカードリーダー

お客さま
との関係性

Sma-pa マイナタッチ

非接触温度測定・顔認証 AIカメラ

Cyphy-Gate

テクノホスピタリティによる「新しい

4

ADX Smart Business

×

IoT Terminal

つの領域への挑戦」

Customer Success Service

テーブルトップ型KIOSK

Sma-pa
TERMINAL

With コロナ After コロナ における非対面／非接触の

1
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New Normal Life style
2

3

マルチKIOSK 端末

FIT-A

ホテル公式アプリ
作成サービス

4

Diversity
& Inclusion

Sustainable
Society

Sharing
Economy

Globalization

個の多様性を
活かした働き方

持続可能な
世界へ

モノやサービスの
共同利用

UI/UX の革新

Inbound/Outbound

グローバル化への挑戦

STAY CONCIERGE
ホテル管理システム

IoT / IOE

TH-Z

Wincal X

セルフオーダー
テーブル決済システム

MAXNAVI neo

デジタルネイティブな製品・サービス
医療費後払いシステム

Sma-pa CHECKOUT

自動精算機／
自動チェックイン機

TEX-01K

Fin-tech
新しい決済サービスを作り出す

株式会社 アルメックス
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サステナビリティへの取り組み

事業活動によって創出したアウトカムを活用して、再投資・ESG 投資を行う
アルメックスの価値創出循環モデルをご紹介します。

価値創出循環モデル

Stakeholders

ESG 投資

再投資

Management Policy

6つの資本

ALMEX・4つのX

6 Types of Capitals

・WorkStyle Innovation

スマイルカーブ
Value Cycle

・
・パートナー生産企業との品質保証
パートナーとの効率的な生産体制

・

・
・先端技術を製品・サービス化する
長期にわたる市場ノウハウ

組織基盤

・長年にわたるお客様・パートナー
企業との信頼関係

・オープンコラボレーション

フローモデルとストックモデルのハイブリッド
オペレーションモデル変革に挑戦

宿泊施設
ゴルフ場

こうあるべきという考え方

MISSION 「テクノホスピタリティを世界へ」

テクノロジーとホスピタリティの高次元での融合で卓越したサービスの創造を追求します

VISION

「断トツNo.1プレーヤーへの挑戦」

レジャーホテル
アミューズメント

信頼と信用を糧に、お客さまに真に頼られるビジネスパートナーとなり、
断トツNo.1プレーヤーとして、必要とされる次へ変革し続ける企業であることを目指します

VALUE

「コミットメント文化」

1. インテグリティ

2. パラノイア楽観主義

3. ラストマンリーダーシップ

誠実・真摯で
ありつづけます

変化に対して敏感さをもち、
成功体験に固執せず笑顔と明るさ
をもって考え、行動します

何事も自分事として取り組み、
情熱とアカウンタビリティをもって
最後まで責任を全うします

・環境配慮型製品・サービスの創出
を可能とする技術基盤

カラオケ
動物病院
外食

経済価値
アウ ト プット

財務基盤

中長期計画達成に向けた投資を
支える財務体質

医療機関

ALMEX WAY

部門連携

・グループ財務体制による安定した

製品開発 ＆ 先進技術開発

サ ス テ ナ ビ リ ティ 課 題 への 取 組

自然資本

価値観・コミットメント文化

環境価値

Business Domain

︵ E S G・S D G s への 取 組 ︶

社会関係資本

Innovation

事業領域

社会的な課題の解決に貢献する
変革への持続的挑戦

事業活動

知的資本

技術革新

・ALMEXWAYの浸透による共有

イン プ ッ ト

財務資本

ALMEX 4X

中期経営計画

製造資本

創出価値のシェア

経営方針

Reinvest

人的資本

ステークホルダー

社会価値

各マテリアリティに対応した
SDGsの達成にも貢献

APPユーザー

アルメックスのマテリアリティ
Materiality

社会からの要請
顧客ニーズへの対応
ESGの取組み

既存市場の深耕と
周辺新市場への展開

価 値 創 造 を 支 える 資 源

経営方針

4つのX
人的資本

オペレーション

社会的な課題の解決に貢献する変革への持続的挑戦

1.

自然資本

2.
社会関係資本

財務資本
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アル メック ス が 提 供 す る 価 値

顧客・
パートナー

人財

製造資本

資金調達力

顧客提供価値と
生産性の向上

事業モデルの拡大

価 値 創 造 を 支 える 事 業 活 動

6つの資本
調達力

最新技術による製品
サービス事業化

知的資本

スキル

人とのつながり

ADX
APX

ALMEX Digital Transformation

ALMEX Portfolio Transformation

3.

AGX

ALMEX Global Transformation

4.

ASX

ALMEX Sustainable Transformation

マテリアリティ
既存市場の深耕と

最新技術による製品

マザーマーケットから

Digital Pay/AI/IoT

周辺新市場への展開

新市場への展開

事業モデルの拡大

B2B2Cサービスの創出

ステーク
ホルダー

カラオケ

アミューズメント

従業員

サービス事業化

動物病院

国・
行政機関

取引先
お客さま

等 技術の事業化

顧客提供価値と

株主

APPユーザー

モデルへの転換

地域社会

ゴルフ場

ビジネス
パートナー

生産性の向上

DXの推進・サブスク

レジャーホテル

外食

宿泊施設
医療機関

株式会社 アルメックス
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MISSION

“こうあるべき” という考え方

使命

お客さまに価値ある製品・サービスを提供し
社会に貢献していくというゴールを実現するために
“こうあるべき”という考え方を指し示すものとして、

Techno-Hospitality to the world

テクノホスピタリティを世界へ

ALMEX WAYを策定しました。

オフラインの「フィジカル空間」とオンラインの「サイバー空間」
を結合するプロダクツ＆サービスを創出することで、
安心、安全、便利、快適、豊かさを世界へ
届けることを誇りとし喜びとします

VISION

将来像

Far and away the best player

VALUE

断トツNo.1プレーヤーへの挑戦

価値観

1. 断トツ№1プレーヤーとしてお客さまの信頼を勝ち取り、
「必要とされる次へ」
変革し続ける企業を目指します
2.テクノロジーを武器としてOMO(Online Merges with Oﬄine)
サービスの付加価値をアップデートし続ける企業を目指します
3.インバウンド事業とアウトバンド事業を創出・育成し、
日本と世界の架け橋を担う、企業を目指します

Winning Culture

コミットメント文化
1.インテグリティ（Integrity）
：お客さま、取引先、パートナー、社員・
チームメンバー、自分自身に対し誠実・真摯でありつづけます
2. パラノイア楽観主義 (Paranoia optimism)：変化に対する敏感さを
持ち、過去の成功体験に固執せず常に笑顔と明るさをもって考え、
行動します
3.ラストマンリーダーシップ（Last man leadership）
：常にお客さま
に寄り添い、何事も自分事として、情熱とアカウンタビリティをもって
最後まで責任を全うします
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株式会社 アルメックス
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