
 

平成 28年３月 15日 

 各  位 

会社名         株式会社アルファ 

代表者名 代表取締役社長   川名 祥之 

   （コード番号：3434 東証第一部） 

問合せ先 取締役常務執行役員 斉藤 雄一 

（TEL ：045-787-8401） 

 

役員の異動および人事異動に関するお知らせ 

 

 当社は、下記の通り役員の異動および人事異動を行うことを決定いたしましたのでお知

らせいたします。 

  

記 

 

１．役員の異動 

（１） 平成 29年４月１日付 

氏      名 新  役  職 現  役  職 

入澤 昭 

常務執行役員   

業務本部 本部長  

ALPHA(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE 

PARTS CO.,LTD. 董事長  

ALPHA(XIANGYANG)AUTOMOTIVE 

PARTS CO.,LTD. 董事長 

常務執行役員 

業務本部 本部長 

内山 真 

執行役員  

住設機器事業部 副事業部長  

製品開発・品質保証担当  

執行役員  

ALPHA HOUSING HARDWARE 

(THAILAND) CO., LTD 社長 

坂本 嘉章 

執行役員 

ALPHA INDUSTRY (Thailand) 

CO., LTD 社長 

ALPHA INDUSTRY (Thailand) 

CO., LTD 常務取締役 

陳 旭標 

(Xubiao Chen)  

執行役員 

ALPHA(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS 

CO.,LTD. 総経理 

ALPHA(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE 

PARTS CO.,LTD. 総経理 



Vladimir 

Bayer 

執行役員  

FAB Business Unit  

 CEO Managing Director  

Alpha Vehicle Security Solutions 

Czech s.r.o 社長  

ALPHA (SUZHOU) VEHICLE  

SECURITY SOLUTIONS CO., LTD 

董事長  

ALPHA INDUSTRY PUEBLA, S.A. DE 

C.V. 社長  

Alpha Vehicle Security Solutions 

Switzerland Sagl 社長  

 

FAB Business Unit Managing 

Director 

Alpha Vehicle Security 

Solutions Czech s.r.o 社長  

ALPHA (SUZHOU) VEHICLE 

SECURITY SOLUTIONS CO., LTD 

董事長  

ALPHA INDUSTRY PUEBLA, S.A. DE 

C.V. 社長  

Alpha Vehicle Security 

Solutions Switzerland Sagl 社長 

 

（２） 平成 29年６月 23日付 

本役員の異動につきましては、平成 29年６月 23日開催予定の第 79回定時株主総会

及び総会後の取締役会において正式決定する予定であります。 

① 新任取締役候補 

氏      名 新  役  職 
現  役  職 

（平成 29年４月１日時点） 

入澤 昭 

取締役 

常務執行役員 

業務本部 本部長 

常務執行役員 

業務本部 本部長 

西坂 仁 取締役（社外） 
公認会計士 

税理士 

 

② 退任予定取締役 

氏      名 新  役  職 
現  役  職 

（平成 29年４月１日時点） 

那須井 勝久 退任 取締役（社外） 

 

  



２．人事異動  

平成 29年４月１日付 

氏      名 新  役  職 現  役  職 

塚野 哲幸 
技術本部 副本部長 

（兼）設計部 部長 

技術本部 設計部 

部長 

黒澤 雅彦 
技術本部 技術部 

部長 

技術本部 技術部 

次長（兼）技術開発課 課長 

三木 正造 
業務本部 購買部 

部長（兼）購買課 課長 

営業本部 原価企画部 

部長（兼）購買課 課長 

武田 文和 
営業本部 原価企画部 

部長 

営業本部 原価企画部  

主管  

   

 

以 上 

  



（ご参考） 

１．平成 29年４月１日付執行役員体制における職務分担 

氏  名 職 務 分 担 

 川名 祥之 代表取締役社長 

 有賀 新二 

取締役常務執行役員 

住設機器事業部事業部長 

ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND) CO., LTD. 会長 

 佃 安彦 
取締役常務執行役員 

技術本部本部長 

 斉藤 雄一 

取締役常務執行役員 

経営企画本部本部長 

経理部部長 

コンプライアンス担当 

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION 社長  

 山本 昌明 

取締役常務執行役員 

営業本部本部長 

営業部部長 

 入澤 昭 

常務執行役員 

業務本部本部長 

ALPHA(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD. 董事長 

ALPHA(XIANGYANG)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD. 董事長 

 廣安 隆 
執行役員 

業務本部副本部長 

 中田 守恒 

執行役員 

住設機器事業部副事業部長 

事業計画・営業担当 

営業部部長 

ALPHA (SHANGHAI) LOCK CO.,LTD. 董事長 

 都築 邦康 

執行役員 

営業本部副本部長 

商品企画部部長 

 内山 真 

執行役員 

住設機器事業部副事業部長 

製品開発・品質保証担当 



坂本 嘉章 
執行役員 

ALPHA INDUSTRY(Thailand)CO.,LTD. 社長   

陳 旭標 
執行役員 

ALPHA(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD. 総経理 

Vladimir Bayer 

執行役員 

FAB Business Unit CEO Managing Director 

Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o 社長 

ALPHA (SUZHOU) VEHICLE SECURITY SOLUTIONS CO., LTD 董事長 

ALPHA INDUSTRY PUEBLA, S.A. DE C.V. 社長 

Alpha Vehicle Security Solutions Switzerland Sagl 社長 

 


