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カワイグループのあゆみ

1927 河合小市 河合楽器研究所を創立　ピアノの製造 ･販売を開始
1929 河合楽器製作所と改称
1935 合名会社河合楽器製作所と改組
1951 株式会社河合楽器製作所と改組
1955 河合滋 社長に就任
1956 カワイ音楽教室を創設
1961 ピアノ組立工場として舞阪工場完成
1963 アメリカにカワイアメリカコーポレーションを設立
1966 カワイ音楽教室中央講師養成所（カワイ音楽学園）を創設
1967 カワイ体育教室を創設
1976 西ドイツにカワイドイチュランドGmbH を設立
1979 西ドイツにカワイヨーロッパGmbH を設立
1980 金属圧延加工のカワイ精密金属㈱ を設立
 グランドピアノ専門工場として竜洋工場完成
1981 オーストラリアにカワイオーストラリア PTY.Ltd. 設立
1984 ㈱カワイビジネスソフトウエア設立
1988 アメリカにミディミュージックセンター Inc. を設立
1989 河合弘隆 社長に就任
1991 マレーシアにカワイアジアマニュファクチュアリング SDN.BHD を設立
1996 新経営の理念、行動指針制定
1997 カワイ精密金属㈱ 浜松事業所 ISO9002 認証取得
1998 ㈱ カワイハイパーウッド設立
1999 最高級グランドピアノ「Shigeru Kawai シリーズ」発売
2001 インドネシアに PT. カワイインドネシアを設立
 最高級フルコンサートピアノ「SK-EX」完成
2002 中国に河合貿易 ( 上海 ) 有限公司を設立
 カワイ倫理規範、倫理行動規準制定
2003 カワイ精密金属㈱浜松事業所 ISO9001 認証取得
2004 カワイ精密金属㈱ ISO9001 認証を全社に拡大
 中国に河合楽器 ( 寧波 ) 有限公司を設立
2005 竜洋工場 ISO9001 認証取得
2006 アコースティックピアノの塗装を行うPT.カワイインドネシア第２工場設置
 旗艦店「カワイ表参道」リニューアルオープン
2007 電子楽器組立を行う PT. カワイインドネシア第 3 工場設置
 中国上海市内にカワイ音楽教室第 1 号教室開設
2008 河合楽器 ( 寧波 ) 有限公司 ISO9001 認証取得
 PT. カワイインドネシア第 3 工場 ISO9001 認証取得
2009 国内ピアノ生産工程を竜洋工場に統合
 PT. カワイインドネシア第 1・第 2 工場 ISO9001 認証取得
 カワイ精密金属㈱浜松工場の建物増設
2011 インドネシアに PT. カワイミュージックインドネシアを設立
2012 最高級グランドピアノ「Shigeru Kawai シリーズ」モデルチェンジ
 フルコンサートグランドピアノ「ＥＸ -Ｌ」発売
 中国に上海カワイ電子有限公司を設立
 石川県羽咋市に㈱カワイキャスティング設立
2013 グランドピアノ GX シリーズ発売
2014 アップライトピアノ新Kシリーズ発売　㈱全音楽譜出版社を子会社化
 ロシア モスクワ市にカワイピアノ・ロシアを設立
2015 ㈱学研ホールディングスと業務提携
 米国テキサス州ヒューストンに海外直営ショップ第 1号店をオープン
2016 中国楽器業界と「ピアノ調律事業に関する基本合意」を締結
2017 第 1 回 Shigeru Kawai 国際ピアノコンクール開催
 米国テキサス州ダラスに海外直営ショップ第 2号店をオープン
 フランス　パリにカワイフランス SASU 設立
2018 ドイツ ハンブルグに海外直営ショップ第 3号店をオープン

1975 生産技術部内に公害課設置　カワイの環境元年

1978 生産本部 環境管理課に改めグループ全体の管理をスタート
1980 『 森の中の緑の工房』竜洋工場完成

1994 地球環境憲章制定 シンボルマーク決定
 全社的な推進組織の地球環境委員会発足
1996 環境推進室 に名称変更
1997 竜洋工場で ISO14001 認証取得 楽器業界で世界初
 舞阪工場「静岡県労働基準局長 優良賞」受賞
1998 舞阪工場で ISO14001 認証取得
 竜洋工場「エネルギー管理優良工場」として中部通商産業局長表彰
2001 タイプⅢ環境ラベル「製品環境宣言」JEMAI 開示
 舞阪工場「危険物優良事業所」表彰
2003 工場統廃合によるインフラの整備
 木屑ボイラーの廃止

2005 竜洋工場が緑化優良工場として日本緑化センター会長奨励賞 受賞
2006 河合楽器が静岡県緑化推進協会から ｢緑の募金｣ の感謝状
 木材調達ガイドラインの開示
2007 ㈱ カワイハイパーウッドでエコアクション 21 認証取得
 ｢カワイの森」インドネシア植林事業開始
2008 産業廃棄物適正処理推進功労者に対する静岡県知事褒賞 受賞

2010 メルヘン楽器㈱ でエコアクション 21 認証取得
 河合弘隆社長ポーランド共和国コマンドール十字勲章授与
2011 PT. カワイインドネシア第 1・第 2 工場で ISO14001 認証取得
 CS 環境室に名称変更
2012 カワイ精密金属㈱でエコアクション 21 認証取得
 河合楽器 ( 寧波 ) 有限公司で ISO14001 認証取得
2013 JR 浜松駅前看板を LED方式による、カーボンオフセットサイン
 として 25 年振りに一新
 はままつ広告景観賞かんばん部門受賞
 ｢カワイの森」インドネシア植林 第2 期植林活動開始（2013～2017）
2015 カワイ精密金属㈱で ISO14001 認証取得
 東北復興支援「カワイの森」東松島市で植樹活動開始（2015 ～）
 浜松市防潮堤植栽活動開始（2015 ～）
2016 カワイハイパーウッドで ISO14001 認証取得
2017 カワイ音響システムで ISO14001自己適合宣言
 竜洋工場が緑化優良工場として経済産業省より
 「緑化優良工場等関東経済産業局長賞」受賞
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