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Outshining Light
is the spirit of the Stanley Group. 

Message

スタンレーは、世界中のスタンレーグループで共有する基本的な価値観として、
「スタンレーグループビジョン」を掲げています。
私たちは、このビジョンのもとで、
「光の価値」と「ものづくり」を徹底的に究め、
真に必要とされる価値を創造することで、広く社会に貢献します。

Stanley established the“Stanley Group Vision”as a 
principle shared worldwide by the Stanley Group, and on 
which the entire Group’s values are based. With this vision, 
we continue our thorough pursuit of the value of light and 
the mastery of manufacturing, to contribute to society by 
fulfilling its truest needs.

STANLEY 
GROUP VISION “光に勝つ”、

これがスタンレーグループのスピリットです。

日頃はスタンレーグループの事業活動にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。

私たちは“光に勝つ”の気概をもち、
素晴らしい未来を切り拓く集団でありたいと考えています。

光は人の暮らしに多くの恵みをもたらす、無限の可能性をもつ存在です。
その光に挑み、勝利することは不可能かもしれません。
まさに恐れを知らぬ言葉ですが、
実現不可能に見える高い目標にも果敢に挑む気概が無ければ、
加速する変化に対応し、企業としての社会的責任を果たし続けることは不可能だと私たちは考えています。

光の価値の限りない追求と「ものづくり」に徹底してこだわり、
どのような環境の時代にも、皆様に必要とされる、より良い製品を生み出すことで社会に貢献したい。
そして、そのために、グループ全員が挑戦を繰り返す。

「光に勝つ」をスピリットとするスタンレーグループの事業活動に、どうぞご期待ください。
今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

代表取締役社長

Thank you very much for your usual understanding and support of the business activities of the Stanley Group.

With the spirit of “Outshining Light,” we are determined to blaze our own trail towards a wonderful future.

Light has the presence of bringing many blessings to people’s lives and there are unlimited possibilities. It may be impossible to dare to outshine light and win. 
Though the phrase itself may sound fearless, we believe that, if we have no mettle to challenge high targets that appear to be impossible to achieve, do not 
react with increasing speed to change, it will be impossible to continue to assume and satisfy our corporate social responsibility.

Thoroughly committed to the pursuit of the value of light and “manufacturing,” we hope to contribute to society by creating better products needed by people 
in whatever conditions we are placed. To achieve this goal the entire Group continues to make challenges again and again.

Please look forward to the business activities of the Stanley Group with the spirit of “Outshining Light.”
We would like to ask for your cooperation and support in the future.

President

Outshining Light



4 5

技術力・情報力・柔軟性・スピード……。
「ものづくり」に求められる課題は今、ますます多様化し、高度化しつつあります。
スタンレーは、研究開発部門・設計部門・生産部門・営業部門・管理部門の

それぞれが長年にわたり蓄積してきた技術とノウハウの数々を、
互いに連携・共有化し、総合力を発揮することで、

変化の激しいマーケットに対応する製品開発を行っています。
光の先駆者として、挑戦者として、スタンレーはひとつひとつの製品で、

より大きな付加価値と高い品質を実現しています。

スタンレーグループの能力を結集し、
総合力により、「ものづくり」を究めます。

Technology, information, flexibility, and speed and increasingly more complex challenges are imposed 
on the manufacturing process. At Stanley, the Research and Development, Design, Manufacturing 

Sales, and Administration divisions share their accumulated technologies and expertise. Through that 
sense of solidarity, Stanley is able to develop products that meet the demands of a rapidly changing 
market. As a pioneer in — as well as an explorer for—light, Stanley gives each of its products the 

added value and higher quality needed to ensure its success in the marketplace.

Stanley masters product creation through consolidated effort 
to concentrate the capabilities of the “STANLEY GROUP.”

環境 Environment

Challenge of New Light

グローバル展開 Global Development

かけがえのない地球を守るために

消費電力の削減、軽量化、有害物質を含まない製品開発に
積極的に取り組んでいます。スタンレーの主力製品である
LEDを使用した製品は小型、省電力、長寿命としてますます
ニーズが高まっています。

研究開発 Research & Development ものづくり MONOZUKURI Manufacturing

新しい光の創出を目指して

スタンレーは長年にわたり、新しい光技術の創造を目指し
て研究開発に取り組んできました。横浜の技術研究所をは
じめ、5つの研究開発拠点で将来のトレンドを見据えた技術
開発を行っています。デバイス開発技術や自動車照明分野
で蓄積したノウハウを相互に活用し、他社を大きくリード
する世界最高レベルの光技術を目指しています。社会のさ
まざまな場面でスタンレーの技術が活躍しています。

スタンレー独自の革新的生産手法

スタンレーグループの生産体制は「お客様が求める製品を
必要なときに必要な数だけ生産する体制」を理想とし、全社
を挙げて独自の生産革新活動「SNAP」を実践しています。
徹底してムダを省くことでリードタイム短縮、コスト低減、
品質向上、納期遵守を実現し、お客様の信頼と満足を高めて
います。間接部門においても徹底して業務効率を追求してい
ます。また、設備の内製化や新材料の研究など、生産技術の向
上を図っています。

最高品質の製品をすばやく世界へ

スタンレーは世界各地に拠点を設けています。各拠点が
スムーズな連携をとり、世界中に高品質・同一品質の製品
を供給する生産体制が築かれています。

※SNAP=Stanley New Approach for Higher Productivity

Aiming to generate new light

For many years, Stanley Electric has addressed research and development 
activities to create new optical technologies. Five R&D bases, including 
the Research & Development Laboratory in Yokohama are engaged in 
technological development in view of future trends. We aim to create number-
one-in-the-world optical technologies ahead of the competition by mutually 
applying know-how accumulated in device development technologies and in 
the field of automotive lighting. In many different areas in society, Stanley’s 
technologies play an active part.

To protect the wonderful earth

Stanley Electric aggressively tackles product development in consideration 
of reduced power consumption, lighter weight, and non-hazardous 
materials. Stanley’s key products using LEDs have enjoyed ever increasing 
demand, thanks to their compact size, energy saving and long life features.

Stanley’s unique innovative manufacturing method

The Stanley Group has an ideal of a “manufacturing structure in which products 
required by customers are manufactured in the quantity needed when they are 
needed,” and is putting into practice its unique production innovation activity, 

“SNAP,” throughout the Group. By thoroughly eliminating waste, the Group 
realizes shortened lead-times, lower costs, improved quality and satisfied 
deadlines, strengthening the trust and satisfaction of customers. In the back 
office division, the Group consistently pursues operational efficiency.
Stanley Electric also strives to enhance production engineering technologies 
through in-house manufacturing of facilities and studies of new materials.

Products of the highest quality quickly to the world

Stanley has bases all around the world. All bases cooperate together 
smoothly, with a production system built to provide identical products of 
top quality to the world.

スタンレーの創造力



光の特性を究める
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MOBILITY
モビリティ

安全で確実な移動のために
For safe and secure transport

自動車・輸送機器関連
Automobile / Transport

COMMUNICATION
コミュニケーション

お互いを理解するために
To understand each other

携帯電話・通信機器関連
Mobile phone / Communication

IMAGING
イメージング

より鮮やかな映像のために
For clearer display

ディスプレー・映像機器関連
Display / Imaging

DAILY-LIFE
デイリーライフ

健やかで便利な暮らしのために
For healthy and convenient life

生活・健康・医療機器関連
Living / Health / Medical

車載用LED／
LED for automobile

CREATING
光を創る

Creating light

RECOGNIZING
光で感知・認識する

Sensing and recognizing 
with light

INFORMING
光で情報を自在に操る

Processing information 
with light

ENERGIZING
光のエネルギーを活かす

Harnessing 
light’s energy

EXPRESSING
光で場を演出する

Producing feeling 
with light

Accommodating Various Market & Customer Needs Through
 “THE FIVE WAYS OF CREATING VALUE WITH LIGHT”

多様な市場・顧客に対応する

「光の5つの価値」
光が持っているさまざまな特性を究め、

さらにスタンレーが保有している総合的な力を加えることで

“光の5つの価値”を生み出し、社会に提供していきます。

We will explore the various properties of light, which we will combine with Stanley’s 
own overall strengths to create new value with light and thereby contribute to society.

ウインドウ内蔵型リアコンビネーションランプ／
Built-in Rear Combination Lamp in a window

植物育成用ユニット／ Plant growth Unit

MEMSミラーデバイス／
MEMS mirror device

高出力赤外LED／ High power IR LED

異形LCD内蔵パネル／
LCD Panel with built-in Flexible-Cut 

レーザーヘッドランプ／
Laser Headlamp

蛍光体／ Phosphor

自由配光ライン照明／
Flexible line light

TOFセンサー／ TOF Range imaging sensor

色温度制御モジュール／
Color temperature toning module

紫外LED／ Ultraviolet LED



PRODUCT INFORMATION
製品情報

Light creations that work actively for a variety of communication scenes
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Automotive equipment

自動車機器事業

Honda  “STEPWGN”Honda  “FIT”TOYOTA “AQUA”

Honda “S660”

Taillamps
テールランプ

Headlamps
ヘッドランプ

YAMAHA “TRICITY 125”SUZUKI “Hayabusa 1300”

Honda“PCX”Honda “VFR800F”

KAWASAKI “Z1000”

Four-wheeled 
motor vehicle

四輪

Two-wheeled 
motor vehicle

二輪

Headlamps
ヘッドランプ

 エアコン操作パネル／
Air conditioner operation panel

車載用LCD／
LCD for Automobile

 オートライト日射センサ／
Automatic light sun load sensor

電流センサ／
Current sensor

TOYOTA “Lexus NX”MAZDA “CX-3”

MAZDA “CX-5”

SUZUKI “ALTO”

MITSUBISHI “TRITON”GM “CANYON”

DAIHATSU “WAKE”

MITSUBISHI “Pajero Sport”

Rear combination lamps 
リアコンビネーションランプ

MAZDA “AXELA”

TOYOTA “RAV4”

電源ユニット／
Power supply unit

SUBARU “IMPREZA”

ACURA “RLX”Honda “FIT”

NISSAN  “SYLPHY”

MAZDA “Roadster”

SUBARU “XV”MITSUBISHI “OUTLANDER”NISSAN “FUGA”

MAZDA “Roadster”Honda “S660”

ハイパーハロゲン／ HYPER HALOGEN BULB ハイパーバルブ／ HYPER BULB

LEDフォグランプ／ LED fog lamp LEDバルブ／ LED BULB

 LEDフォグランプ／ LED fog lamp 
エンブレムイルミ／
Emblem LED illumination

 LEDバンパーイルミネーション／
LED bumper illumination

 LEDイルミネーション
クリスタルランプ／
LED illumination crystal lamp

Honda “Vario 150 eSP”
※インドネシア向けモデル 

アンビエントライト／
Ambient light

Honda “FORZA 125”
※ヨーロッパ向けモデル

Honda “PCX”

Car electronics

カーエレクトロニクス

Accessory &
Parts

AP



9

Electronic equipment

電子機器事業

写真提供： 富士ゼロックス株式会社様

写真提供： コニカミノルタ株式会社様

OA操作パネル／ Operating panel

カラオケ操作部パネル／“Karaoke” panel

植物育成用照明／ Plant growth lights

 液晶用バックライトユニット／
Backlight unit for LCDs

TOFセンサー／
TOF Range Imaging Sensor

Components

コンポーネンツ

超小形電球／ Subminiature lamp

GINZA KABUKIZA （歌舞伎座・東京）※

スタンレー電気 本社
（東京）／  
Stanley Electric Co., Ltd.
Head office （Tokyo） 

ハロゲン電球・HIDバルブ／ Halogen bulb and HID bulb

自動車電球／
Automobile light bulbs

反射センサー／
Reflector sensor

光センサー
Optical sensors

景観・演出用LED照明
LED lighting for landscape, show

 CTD（カラートナー濃度）センサー／
Color tonar density sensor

ガラスパッケージLED／ Glass Packaged LED 

三ツ島
（三重県鳥羽市）／ 
Mitsushima  
（Toba city, Mie）

カメラ用ストロボ／
Flash unit for camera

美術館・博物館／Museum 
冷凍・冷蔵ショーケース／
Freezing, refrigeration showcase

屋内用LED照明
LED lighting for indoor

屋内用LED照明モジュール／
LED lighting modules for indoor

施設用LED照明
LED lighting for facility

高天井LED照明／
High-Ceiling Lights

駐車場／ Parking lot

工場／ Factory

道路用LED照明
LED lighting for road

高速道路／Highway

※ Owners: Shochiku Co., Ltd. & Kabuki-za Co., Ltd.
     Lighting design: MOTOKO ISHII & AKARI-LISA ISHII & MOTOKO ISHII LIGHTING DESIGN INC.

※ 施主：松竹株式会社様　株式会社歌舞伎座様
　 外観照明デザイン：石井幹子・石井リーサ明理＋石井幹子デザイン事務所

LED防犯灯／
LED Security light

LED道路灯／
LED Street light

加茂水族館（山形県鶴岡市）／ 
Kamo Aquarium  
（Tsuruoka city, Yamagata）

Asian Stanley International Co., Ltd.  （Thailand）
三井ガーデンホテル
銀座プレミア（東京）／ 
Mitsui Garden Hotel 
Ginza Premier （Tokyo）

六本木ヒルズ（東京）／ 
Roppongi Hills  （Tokyo）

 超狭角配光LEDスポットライト／
Ultra Narrow Light Angle Type  LED Spotlight

 超狭角配光LED投光器／
Ultra Narrow Light Angle Type  LED Floodlight

ウォールウォッシャー用LED／
LED lighting for wall washers

S-PBTLCD（Special Pure Black 
Technology LCD）

オフィス／Office

愛川町（神奈川県）／
Aikawa Town （Kanagawa） 

Electric 
applications

電子応用

Lightings

一般照明

発光ダイオード（LED）
Light emitting diodes

車載エクステリアLED／
Automotive Exterior LED

車載インテリアLED／
Automotive Interior LED 

照明用LED／ LED for Lighting

電球
Bulbs

Honda Access LEDルームランプ

液晶表示素子（LCD）
Liquid crystal display

冷陰極UVランプ（UV-CCL）
Ultra Violet Cold Cathode Lamp
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Overseas Group Companies

 01  Stanley Electric U.S. Co., Inc.
アメリカ　オハイオ
自動車照明製品製造販売
Ohio, U.S.A.
Manufacture and sales of automotive lighting equipment

 02  I I Stanley Co., Inc.
アメリカ　ミシガン
自動車照明製品・半導体・電子機器製品製造販売
Michigan, U.S.A.
Manufacture and sales of automotive lighting 
equipment, semiconductors, electronic equipment

 03  Stanley Electric Sales of America, Inc.
アメリカ　カリフォルニア
半導体・超小形電球・電子機器製品販売調達
California, U.S.A.
Sales and procurement of semiconductors, 
subminiature lamps, electronic components

 04  Stanley Electric Holding of America, Inc.
アメリカ　ミシガン
米州グループ会社の統括（持株会社）
Michigan, U.S.A.
Administration of group companies in the Americas

 05  Stanley Electric do Brasil Ltda.
ブラジル　サンパウロ
自動車照明製品・電子機器製品製造販売
São Paulo, Brazil
Manufacture and sales of automotive
lighting equipment, electronic equipment

 06  Stanley Electric Manufacturing Mexico S.A. de C.V.
メキシコ　ハリスコ
自動車照明製品・電子機器製品製造販売
Jalisco, Mexico 
Manufacture and sales of automotive lighting 
equipment, electronic equipment

 07  Stanley Electric Mexico S.A. de C.V.
メキシコ　グアナファト　
自動車照明製品・電子機器製品販売調達
Guanajuato, Mexico 
Sales and procurement of automotive lighting 
equipment, electronic equipment

 08  Stanley Electric Hungary Kft.
ハンガリー　ジョンジョス
自動車照明製品・電子機器製品製造販売
Gyongyos, Hungary
Manufacture and sales of automotive
lighting equipment, electronic equipment

 09  Stanley Electric GmbH
ドイツ　モルフェルデン
半導体・電子機器製品・自動車照明製品販売調達
Mörfelden-Walldorf, Germany
Sales and procurement of semiconductors, electronic 
equipment, automotive lighting equipment

 10  Stanley Electric (U.K.) Co., Ltd.
イギリス　バークシャー
半導体・電子機器製品・自動車照明製品販売調達
Berkshire, United Kingdom
Sales and procurement of semiconductors,
electronic equipment, automotive lighting
equipment

 11  STANLEY-IDESS S. A. S.
フランス　ナンテール
半導体・電子機器製品・自動車照明製品販売調達
Nanterre, France
Sales and procurement of semiconductors,
electronic equipment, and automotive
lighting equipment

 12  Stanley Electric Holding Europe Co., Ltd.
イギリス　バークシャー
欧州グループ会社の統括（持株会社）
Berkshire, United Kingdom
Administration of  group companies in Europe

 13  Asian Stanley International Co., Ltd.
タイ　パトムタニー
半導体・超小形電球・光電機器製品製造販売
Pathumthanee, Thailand
Manufacture and sales of semiconductors, 
subminiature lamps, photoelectric devices

 14  PT. Indonesia Stanley Electric
インドネシア　バンテン
自動車照明製品・電子機器製品・金型製造販売
Banten, Indonesia
Manufacture and sales of automotive lighting 
equipment, electronic equipment, and dies and 
molds

 15  Vietnam Stanley Electric Co., Ltd.
ベトナム　ハノイ
自動車電球・自動車照明製品・電子機器製品製造販売
Hanoi, Vietnam
Manufacture and sales of automotive light bulbs, 
automotive lighting equipment, electronic equipment

 16  Stanley Electric (Asia Pacific) Ltd.
中国　香港
半導体・超小形電球の販売、電子部品の調達
Hong Kong, People’s Republic of China
Sales of semiconductors and subminiature lamps, 
and procurement of electronic components
　シンガポール支店　Singapore Branch
　台湾支店　　　　   Taiwan Branch

 17  Stanley Electric Korea Co., Ltd.
韓国　ソウル
電子機器製品販売調達
Seoul, Korea
Sales and procurement of electronic equipment

 18  Stanley Electric Sales of India Pvt. Ltd.
インド　タミルナドウ
電子機器製品販売調達
Tamil Nadu, India
Sales and procurement of electronic equipment

 19  Stanley Electric Holding Asia-Pacific Pte. Ltd.
シンガポール
アジア・大洋州グループ会社の統括（持株会社）
Singapore
Administration of group companies in the Asia-
Pacific

 20  Lumax Industries Ltd.
インド　ニューデリー
自動車照明製品製造販売
New Delhi, India
Manufacture and sales of automotive lighting 
equipment

 21  Thai Stanley Electric Public Co., Ltd.
タイ　パトムタニー
自動車照明製品・自動車電球・金型製造販売
Pathumthanee, Thailand
Manufacture and sales of automotive lighting 
equipment, automotive light bulbs, dies and molds

 22  Hella-Stanley Holding Pty Ltd
オーストラリア　ヴィクトリア
スタンレー及びヘラーの自動車照明機器合弁事業
への出資
Victoria, Australia
Investment in automotive lighting business of 
Stanley/Hella

 23  Suzhou Stanley Electric Co., Ltd.
中国　蘇州
半導体・電子機器製品製造販売
Suzhou, People’s Republic of China
Manufacture and sales of semiconductors, electronic 
equipment

 24  Shenzhen Stanley Electric Co., Ltd.
中国　深圳
電子機器製品製造販売
Shenzhen, People’s Republic of China
Manufacture and sales of electronic equipment

 25  Tianjin Stanley Electric Co., Ltd.
中国　天津
自動車照明製品・半導体・超小形電球製造販売
Tianjin, People’s Republic of China
Manufacture and sales of automotive lighting 
equipment, semiconductors, subminiature lamps

 26  Tianjin Stanley Electric Technology Co., Ltd.
中国　天津
自動車照明製品・金型製造販売
Tianjin, People’s Republic of China
Manufacture and sales of automotive lighting 
equipment, dies and molds

 27  Wuhan Stanley Electric Co., Ltd.
中国　武漢
自動車照明製品・電子機器製品・金型製造販売
Wuhan, People’s Republic of China
Manufacture and sales of automotive lighting 
equipment, electronic equipment, and dies and 
molds

 28  Guangzhou Stanley Electric Co., Ltd.
中国　広州
自動車照明製品・電子機器製品製造・販売
Guangzhou, People’s Republic of China
Manufacture and sales of automotive lighting 
equipment and electronic equipment

 29  Chongqing Hua-yu Stanley Electric Co., Ltd.
中国　重慶
自動車照明製品製造販売
Chongqing, People’s Republic of China
Manufacture and sales of automotive lighting 
equipment

 30  Suzhou Stanley LED Lighting Technology Co., Ltd.
中国　蘇州
半導体照明機器製造販売
Suzhou, People’s Republic of China
Manufacture and sales of semiconductor lighting 
equipment

 31  Shanghai Stanley Electric Co., Ltd.
中国　上海
半導体・超小形電球・光電機器製品販売調達
Shanghai, People’s Republic of China
Sales and procurement of semiconductors, 
subminiature lamps, photoelectric devices
　北京事務所　Beijing Office

 32  Stanley Electric Trading (Shenzhen) Co., Ltd.
中国　深圳
電子機器製品販売調達
Shenzhen, People’s Republic of China
Manufacture and sales of electronic equipment

 33  Stanley Electric (China) Investment Co., Ltd.
中国　上海
中国グループ会社の統括（持株会社）
Shanghai, People’s Republic of China
Administration of group companies in China

米州 The Americas  欧州 Europe    アジア・大洋州 Asia-Pacific  中国 China  

Global Network
1968年の台湾スタンレー設立以来、スタンレーは世界へと活動範囲を広げてきました。
現在では世界各地に33のグループ会社を設けています。世界のさまざまな場所で、
スタンレーの新しい光が生み出され、社会を支えています。
Since the establishment of Stanley Taiwan Electric in 1968, Stanley’s range of business 
has expanded worldwide. Currently there are 33 group companies in the world. 
Creating new light, Stanley supports society in many places in the world.
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Tianjin Stanley Electric Co., Ltd.25

Stanley Electric Hungary Kft.08

Thai Stanley Electric Public Co., Ltd.21

Asian Stanley International Co., Ltd.13 Vietnam Stanley Electric Co., Ltd.15PT. Indonesia Stanley Electric14

Stanley Electric do Brasil Ltda.05

I I Stanley Co., Inc.02

Guangzhou Stanley Electric Co., Ltd.28

Stanley Electric U.S. Co., Inc.01
Head Office



会社概要（2016年3月31日現在）

Company Data (as of March 31, 2016)

創 業	 1920年12月29日
設 立	 1933年5月5日
資 本 金	 30,514百万円
売 上 高	 連結：404,148百万円
	 単体：169,074百万円
当期純利益	 連結：25,537百万円
	 単体：12,776百万円
社 員 数	 連結：15,542名
	 単体：3,483名

Date founded December 29,1920
Date established May 5,1933
Capital ￥30,514 million
Sales Consolidated:￥404,148 million
 Stanley Electric:￥169,074 million
Net profit Consolidated:￥25,537 million
 Stanley Electric:￥12,776 million
Employees Consolidated: 15,542
 Stanley Electric: 3,483

連結　Consolidated 単体　Stanley Electric

売上高・利益の推移
Sales & Profit Summary

スタンレー電気の歩み
新しい光を創り続けて

Action of Stanley Electric 
continues to create new light

創業当初の自動車電球
（大正 11年製造）
Automotive bulbs at 
the inauguration of the 
business 
(Manufactured in 1922)

Factories
Hatano Factory  (Hadano-shi, Kanagawa)
Okazaki Factory  (Okazaki-shi, Aichi)
Hamamatsu Factory  (Hamamatsu-shi, Shizuoka)
Hiroshima Factory  (Higashihiroshima-shi, Hiroshima)
Yamagata Factory  (Tsuruoka-shi, Yamagata)
Iwaki Factory  (Iwaki-shi, Fukushima)

Laboratories
Research & Development Laboratory  (Yokohama-shi, Kanagawa)
Utsunomiya Technical Center  (Utsunomiya-shi, Tochigi)
Yokohama Technical Center  (Yokohama-shi, Kanagawa)
Opto Technical Center  (Yokohama-shi, Kanagawa)

Head office  (Meguro-ku,Tokyo)

Branches
Osaka Branch  (Osaka-shi, Osaka)
Nagoya Branch  (Nagoya-shi, Aichi)
Omiya Office  (Saitama-shi, Saitama)
Sayama Office  (Kawagoe-shi, Saitama)
Suzuka Office  (Suzuka-shi, Mie)
Asaka Office  (Asaka-shi, Saitama)

国内事業所
Domestic Branches

▪本社　	 	 （東京都　目黒区）

研究所
▪技術研究所　	 	 （神奈川県　横浜市）
▪宇都宮技術センター　	 	 （栃木県　宇都宮市）
▪横浜技術センター	 	 （神奈川県　横浜市）
▪オプトテクニカルセンター		 （神奈川県　横浜市）

主な営業拠点
▪大阪支店	 	 （大阪府　大阪市）
▪名古屋支店	 	 （愛知県　名古屋市）
▪大宮営業所	 	 （埼玉県　さいたま市）
▪狭山営業所	 	 （埼玉県　川越市）
▪鈴鹿営業所	 	 （三重県　鈴鹿市）
▪朝霞事業所	 （埼玉県　朝霞市）

製作所▪工場等
▪秦野製作所	 （神奈川県　秦野市）
▪岡崎製作所	 （愛知県　岡崎市）
▪浜松製作所	 （静岡県　浜松市）
▪広島工場	 （広島県　東広島市）
▪山形工場	 （山形県　鶴岡市）
▪いわき事業所	 （福島県　いわき市） Stanley Iwaki Works Co., Ltd. (Iwaki-shi, Fukushima)

Manufacture and sales of subminiature lamps, automotive light bulbs

Stanley Tsuruoka Works Co., Ltd. (Tsuruoka-shi, Yamagata)
Manufacture and sales of semiconductors, subminiature lamps

Stanley Miyagi Works Co., Ltd. (Tome-shi, Miyagi)
Automotive equipment, Components equipment, Electric applications equipment

STANLEY WELL Corp. (Hadano-shi, Kanagawa)
Packing and manufacturing automotive electric equipment, automotive accessories

Stanley Ina Works Co.,Ltd. (Iida-shi, Nagano)
Manufacture and sales of LCDs application products

Stanley Niigata Works Co., Ltd. (Niigata-shi, Niigata)
Manufacture and sales of automotive electric equipment

Matsuo Electric Co., Ltd. (Mihara-shi, Hiroshima)
Manufacture and sales of automotive electric equipment

Stanley Pal Co., Ltd. (Meguro-ku, Tokyo)
Financial and Management Services

▪㈱スタンレーいわき製作所	 （福島県　いわき市）
超小形電球・自動車電球製造販売

▪㈱スタンレー鶴岡製作所	 （山形県　鶴岡市）
半導体・超小形電球製品製造販売

▪㈱スタンレー宮城製作所	 （宮城県　登米市）	
自動車機器事業、コンポーネンツ事業、電子応用製品事業

▪㈱スタンレーウェル	 （神奈川県　秦野市）	
自動車電装部品・自動車用品製造梱包

▪㈱スタンレー伊那製作所	 （長野県　飯田市）	
液晶表示素子応用製品製造販売

▪㈱スタンレー新潟製作所	 （新潟県　新潟市）	
自動車電装品製造販売

▪松尾電気㈱	 （広島県　三原市）	
自動車電装品製造販売

▪㈱スタンレー	パル	 （東京都　目黒区）
スタンレーグループに対する金融・経営サービス

国内グループ会社　
Domestic Group Companies

39,402

25,537

159,740

17,796

12,776

角形、馬蹄型など変形タイプの
各種シールドビーム（昭和 27年）
Various sealed beams transformation 
types such as rectangle and front 
plate (1952)

開発当時の赤色 LEDランプ（昭和 51年）
At the time of development of red light 
emitting diode (1976)

ホンダ新型「アコード」に採用された
MRヘッドランプ（昭和 60年）
MR head lamp used in the latest 
Honda model “Accord” (1985)
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社名の由来
Origin of the Corporate Name

スタンレーという社名は、19世紀後半、アフリカ大陸を探検し
偉大な足跡を残した「勇気と行動力の人」ヘンリー・モルトン・
スタンレー卿に由来しています。
The company was named after the 19th-century explorer Sir Henry 
Morton Stanley, who was renowned for the vision and courage that 
he had so abundantly demonstrated during his explorations on the 
continent of Africa.

後のスタンレー電気となる

北野商会が誕生したのは1920年。

まだ日本で自動車が珍しかった時代に、

スタンレー電気は

自動車電球の製造を開始しました。

その後もオプトエレクトロニクスや

自動車機器製品へと事業領域を広げ、

世界トップレベルの光技術に

挑戦してきました。

これからもスタンレー電気は

光の可能性を追求し、

社会を明るく照らしていきます。

It was 1920 when Stanley Electric was 
born from the Kitano foundation.
Furthermore, it was an age when 
automobiles were still rare in 
Japan, and Stanley Electric started 
manufacturing automotive bulbs.
From that time we have continued 
to create new light and technology 
ahead of the world such as compact 
sized bulbs, LED and liquid crystal 
used in rear lights.
In the future Stanley Electric shall 
pursue the possibilities of light to 
brightly illuminate the world.

本社	 (Head office)

オプトテクニカルセンター	 (Opto Technical Center)

技術研究所	 (Research & Development Laboratory)

秦野製作所	 (Hatano Factory)

Photo by Makoto Yoshida



当パンフレット掲載の製品写真は
提供元の利用合意を受けているため
他への転載転用を一切禁じます

本 社 〒153-8636　東京都目黒区中目黒2丁目9番13号
Tel：03-6866-2222（大代表）  Fax：03-6866-2678 
URL   http://www.stanley.co.jp/ 

HEAD OFFICE 2-9-13, NAKAMEGURO, MEGURO-KU, TOKYO 153-8636, JAPAN
PHONE:+81-3-6866-2222 FACSIMILE:+81-3-6866-2678 
URL   http://www.stanley.co.jp/e/
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