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〒983-0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡1-7-1-402
TEL：022 (290) 5251　FAX：022 (290) 5252

仙台

〒541-0053　大阪府大阪市中央区本町4-4-17 RE-012ビル1F
TEL：06 (6241) 5080　FAX：06 (6241) 5132

大阪

〒824-0058　福岡県行橋市大字長木402
TEL：0930 (23) 8893　FAX：0930 (23) 5278

福岡

Head Office
1-6-8, Fukuura, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa, 236-0004
TEL：045 (787) 8437　FAX：045 (787) 8440

1-7-1-402, Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai, Miyagi, 983-0852
TEL：022 (290) 5251　FAX：022 (290) 5252

Sendai

〒108-0014　東京都港区芝5－13－5 FD三田ビル2F
TEL：03 (6435) 3410　FAX：03 (6435) 3460

東京
5-13-5, Shiba, Minato-ku, Tokyo, 108-0014
TEL：03 (6435) 3410　FAX：03 (6435) 3460

Tokyo

4-4-17, Honmachi, Chuo-ku, Osaka, 541-0053
TEL：06 (6241) 5080　FAX：06 (6241) 5132

Osaka

402, Osagi, Oaza, Yukuhashi,Fukuoka, 824-0058
TEL：0930 (23) 8893　FAX：0930 (23) 5278

Fukuoka

〒374-8577　群馬県館林市近藤町648
TEL：0276 (73) 2140　FAX：0276 (75) 1982

館林
648, Kondo-cho, Tatebayashi, Gumma, 374-8577
TEL：0276 (73) 2140　FAX：0276 (75) 1982

Tatebayashi

09G-044CT-0621K01-500R4NP

C O R P O R A T E  P R O F I L E
会 社 案 内

●横浜テクノタワー

横浜銀行●

産業振興センター駅
シーサイドライン

●スーパー
　オートバックス

本 社
〒236-0004　神奈川県横浜市金沢区福浦1-6-8
代表 TEL：045 (787) 8437　FAX：045 (787) 8440

Innovation for Access

本社アクセスマップ

産業振興センター駅  出口１から徒歩４分



アルファブランドの商品および

サービスを提供し、お客様に最高

の満足「安全・安心・利便性」を

お届けする。

経営理念

We shall provide ALPHA brand products 
and service to offer customers the best 
sa t i s fac t ion  (  secur i ty,  r e l i e f ,  and   
convenience ).

Our management philosophy

様
々
な
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。

駅・空港
展示場

Station, Airport
Exhibition hall

店 舗
Shop

オフィス
Office

学 校
School

プール
体育館
Pool

Gymnasium

美術館
図書館
Art Museum
Library

ゴルフ場
Golf Course

サウナ
フィットネスクラブ

Sauna
Fitness club

温浴施設
Public Bath

ホテル
Hotel

O
ur locker show

s its advantage in a variety of m
arkets.
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After Service

Sales

Manufacturing

Planning and development

企画・開発

製 造

営 業

アフターサービス

1964年（昭和39年）、日本で初めてコインロッカーの
製造・販売をはじめて以来、無人でお荷物の出し入れが
できるコインロッカーは全国の駅やレジャー施設など
様々な場所へ普及しました。

お客様の大切なお荷物を安全にお預かりし、そこから
はじまる快適な時間を安心して過ごしていただくことが
ロッカービジネスの原点であり、役割であると考えます。
私たちはこれからも高度な技術と高いセキュリティ性を
兼ねそなえた商品づくりにより、お客様の安心と快適な
暮らしをサポートいたします。

The first coin locker in Japan
Since we started manufacturing and selling coin lockers for the first 
time in Japan in 1964. We have spread across a variety of sites such 
as stations or recreational facilities.

We believe it is our origin and role in business to give our customers 
comfor t able t ime by of fe r i ng safe place for  t he i r  precious 
belongings. As in the past from now on, we support the safe and 
comfortable lives of our customers by offering our product with high 
technology and security.

As a leading company in the locker field, we 
have specialized departments in planning, 
development,  manufactu r ing,  sa les,  and 
after-sales service to quickly catch customer 
needs and respond immediately. We have an 
ideal system to introduce new products that 
match the times.

Quality in safety, reliable support

A locker is required high quality because it contributes a 
long per iod of t ime to our customers. To meet these 
requirements, we carry out strict quality control from 
manufactu r ing to sh ipment.  In add it ion,  f rom the 
installation to daily maintenance, we respond to customers' 
requests promptly and considerately , establishing a 
technical support system anywhere in Japan.

昭和39年当時のコインロッカー
Coin locker in 1964

日本初のコインロッカー

ロッカーは長期に渡りご使用いただくため高

い品質が求められます。製造から出荷に至るま

で、厳しい品質管理体制を確立し、製品の安全

性確保に努めています。また、導入後について

も、全国に広がるサービスネットワークを構築

し迅速できめ細やかな対応を提供いたします。

安全品質と安心サポート

ロッカー分野のリーディングカンパニーとして

お客様のニーズを素早くキャッチし、即座に対

応するために、企画、開発、製造、販売、アフ

ターサービスの専門部署で構成されています。

時代に即した新商品を投入できる理想的な体

制を整えています。

専門部門と専門スタッフで
ご要望にお応えします困

り
ご
と
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

販売店・サービス代行店

本社・工場

営業所
Head Office / Factory

Sales Office

Distributor
/ Locker Service Agency

Please contact us if you have any problem
s.
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「
キ
ー
＆
ロ
ッ
ク
」
が
私
た
ち
の
原
点
。

そ
し
て
、
安
全
・
便
利
で
あ
る
こ
と
。

住宅・産業用ロック
事業

Housing Hardware & Industrial Locks

自動車部品
事業

Automobile Parts

ロッカーシステム
事業

Locker System

コインロッカーケーシング
硬貨の検銭機構とロック機構を兼ね
そなえたコインロッカーの心臓部品

Coin Lock
The key part of a coin locker equipped 
wi th  a  coin  se lec tor  a n d  l o c k i n g  
mechanism

電子マネー決済対応
AIS ロッカー
AIS Locker
Compatible with e-money

指静脈認証式
フリーボックス
Free Box
Equipped with finger vein 
authentication technology

受け渡しロッカー
STL シリーズ
STL Locker
Locker that can receive the 
ordered items 

お客様のニーズにお応えする豊富な商品ラインナップ
A wide variety of products lineup

ALPHA Group is a general lock manufacturer, 
with "Key & Lock"; the basis of our technology

Since our establishment in 1923, ALPHA group has 
provided key and lock products for a wide range of market 
such as automobile, recreation facilities, housing, and 
industrial hardware. We endeavor to defend your daily 
lives by providing our key and lock products with safety, 
ease, and convenience through our "Key & Keyless" 
technology.

Comfortable life with a keyless locker

Keyless technology adds security and comfort to the safety of keys. By eliminating the physical key, we have created new 
added value by sharing the key and giving key usage restrictions. We are also actively developing products with an eye on 
the IoT era, such as support for multi-payment such as IC cards, electric money and QR codes, and lockers that receive 
products purchased online in a non-face-to-face manner.

The pioneer company of lockers

We have been a leading company of locker systems by 
providing new products one after another and cultivating 
new markets since we started manufacturing and selling 
coin lockers for the first time in Japan. All of our products 
are manufactured under that philosophy that we are a 
specialized manufacturer of "Key & Lock".

1923年（大正12年）の創業以来、アルファグ

ループは自動車、住宅金物、コインロッカーな

ど鍵に関わる様々な分野にキー＆ロック商品

を提供してきました。 私たちは「キー＆キーレ

ス」技術を駆使し安全・安心・利便性を兼ねそ

なえた商品で日々の暮らしを守り続けます。

ロッカーシステム事業は日本で初めてコイン

ロッカーの製造・販売を開始してから、今日ま

で数多くの商品、新たな市場を開拓することで

常に市場をリードしてきました。「キー＆ロッ

ク」の専門メーカーという視点での取り組みと

ポリシーが全ての商品に活かされています。

鍵の安全性に、安心と快適性をプラスするのが「キーレス」技術です。これまでの物理的な鍵が
無くなることで、鍵の共有や利用制限をあたえることで、新たな付加価値を生みました。また、
ICカード電子マネーやQRコードなどのマルチ決済への対応、ネット購入した商品を非対面で受
け取るロッカーなど、IoT時代を見据えた商品開発も積極的に進めています。

アルファグループは
キー＆ロックメーカー

コインロッカーのパイオニア

キーレス商品で快適なくらし

A
nd being safe and convenient.

"K
ey &

 Lock" - O
ur origin.
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