
 

 

2022年２月 28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  塚野 哲幸 

   （コード番号：3434 東証第一部） 

問合せ先 総合企画部長   渡辺 勝俊 

（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2022年４月１日付にて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 取締役 

氏 名 新 役 職 現 役 職 

坂本 嘉章 
取締役常務執行役員 

技術本部 本部長 

取締役常務執行役員 

北米リージョンオフィサー 

ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE 

C.V. 社長（メキシコ） 

ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION社長

（アメリカ） 

 

② 執行役員 

氏 名 新 役 職 現 役 職 

野村 謙二 

執行役員 

北米リージョンオフィサー 

ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE 

C.V. 社長（メキシコ） 

Alpha Industry Jalisco, S.A. DE. 

C.V. 社長（メキシコ） 

執行役員 

Alpha Industry Jalisco, S.A. DE. 

C.V. 社長 (メキシコ) 

山口 正純 

執行役員 

欧州 副リージョンオフィサー 

Société de Peinture de Pièces 

Plastiques SAS CEO（フランス） 

SPPP Slovakia s.r.o. CEO 

（スロバキア）   

Société de Peinture de Pièces 

Plastiques SAS CFO (フランス) 

 



２．人事異動 

氏 名 新 役 職 現 役 職 

山田 学 業務本部 群馬工場 工場長 業務本部 群馬工場 次長 

安田 宗永 営業本部 営業部 部長 
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION 

副社長（アメリカ） 

鈴木 謙司 
ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION社長

（アメリカ） 
営業本部 営業部 次長 

今野 晃 
ALPHA INDUSTRY (THAILAND) CO., 

LTD. 副社長（タイ） 
業務本部 群馬工場 工場長 

 

以 上 



（ご参考） 

2022年４月１日付執行役員体制における職務分担 

氏 名 役 職 職 務 分 担 

塚野 哲幸 社長執行役員  

斉藤 雄一 副社長執行役員 

経営企画本部 本部長 

セキュリティ機器事業管掌 

住設機器事業部 事業部長 

コンプライアンス担当 

入澤 昭 副社長執行役員 

自動車部品事業管掌 

業務本部 本部長 

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

山本 昌明 常務執行役員 営業本部 本部長 

坂本 嘉章 常務執行役員 技術本部 本部長 

内山 真 常務執行役員 
住設機器事業部 副事業部長 

ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND) CO., LTD 社長 

都築 邦康 執行役員 

欧州リージョンオフィサー 

Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o Managing 

Director (CEO) 

陳 旭標 執行役員 

中国リージョンオフィサー 

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

ALPHA ADVANCED AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD. 董事長 

佐藤 正道 執行役員 

ASEAN・インドリージョンオフィサー 

ALPHA INDUSTRY(Thailand)CO., LTD. 社長 

PT.ALPHA AUTOMOTIVE INDONESIA 社長 

野村 謙二 執行役員 

北米リージョンオフィサー 

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

Alpha Industry Jalisco, S.A. DE. C.V. 社長 

砂原 秀俊 執行役員 
業務本部 副本部長 

業務本部 事業計画部 部長 

田川 博英 執行役員 
営業本部 副本部長 

営業本部 商品企画部 部長 

清海 一郎 執行役員 
経営企画本部 副本部長 

経営企画本部 ＩＴ推進部 部長 

山口 正純 執行役員 

欧州 副リージョンオフィサー 

Société de Peinture de Pièces Plastiques SAS CEO 

SPPP Slovakia s.r.o. CEO 

 


