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曙ブレーキ工業㈱ 組織改正および人事発令 
 

曙ブレーキ工業株式会社（代表取締役社長：信元 久隆  本店：東京都中央区 本

社：埼玉県羽生市）は、2005年度から開始した新中期経営計画「Global 30」の2年目

にあたり、AMBRAKE CORPORATIONの完全子会社化などの状況変化を踏まえ、グルー

プの総合力向上を図り「Global 30」を実現するための組織改正を2006年1月1日付で

行います。 

 

1. AMBRAKE CORPORATIONの完全子会社化に伴う北米事業の強化 

2. 補修品グローバル戦略の推進・強化 

 グローバル補修品統括を置き、営業機能の強化を図る 

3. グループの中核となる日本地区における生産現場力の強化 

 従来の品質機動隊に加え、生産機動隊、調達機動隊と称した機能を新設し、

お取引先を含めた連携による生産現場力の強化を行う。 

4. グローバル生産技術力の確立を目的とした生産技術部門の新設 

 曙エンジニアリング㈱の機能の一部を取り込み、生産技術力の向上と開発・

生産機能の深化を図る 

5. 財務経理部門のグローバル対応と各機能の強化 

 海外事業管理機能の強化および経営計画の立案などをはじめとする経営企

画機能の一部を取り込む 

6. 経営企画部門および管理支援部門を再編、コーポレートスタッフ部門と改称し、

機能強化と効率化を図る 

 

 

添付：グループリーダー以上の人事異動 



曙ブレーキ工業株式会社 人事発令 発令日：2006月1日1日

氏名 新職 旧職 継続職

※職位は部長級以上
桑野 秀光 経営諮問会議　議長 代表取締役

横尾 俊治 兼 経営諮問会議　議長
兼 生産部門管掌
兼 生産技術部門管掌
兼 品質保証部門管掌
兼 CATIプロジェクト管掌

社長補佐、技術系全般（開発、生産、品証、調達　等を含む） 代表取締役 副社長
労務・福祉管掌
曙エンジニアリング(株)取締役会長
(株)APS代表取締役

佐藤 宏毅 兼 開発部門管掌 取締役 副社長
調達部門管掌
(株)曙ブレーキ中央技術研究所
代表取締役社長

西垣 順充 兼 コーポレートスタッフ部門統括 経営企画部門統括
管理支援部門統括

取締役 専務執行役員

荻野 好正 兼 センサー部門管掌
兼 VCETプロジェクト管掌
兼 新商品開発室管掌

取締役 常務執行役員
財務経理部門統括 CFO

石毛 三知之 専務執行役員
兼 補修品営業部門管掌
兼 グローバル補修品統括

専務待遇執行役員
北米事業統括
欧州事業統括
AKEBONO CORPORATION（NORTH AMERICA） President & COO

後藤 和彦 兼 産機鉄道部門管掌
兼 商品企画部門管掌

営業部門統括 専務執行役員
労務・福祉統括

石垣 吉広 中国事業統括 専務執行役員
広州曙光制動器有限公司 董事長、総経理
曙光制動器(蘇州)有限公司 董事長

岩田 幸雄 兼 CATIプロジェクト統括 CATIプロジェクトリーダー 専務執行役員

斉藤 剛 兼 営業全般企画・業務部門統括
兼 自動車営業部門統括
兼 欧州事業統括

営業部門 OEM統括 常務執行役員

相澤 義春 兼 生産技術部門統括 常務執行役員
生産部門統括

宮本 雅弘 兼 補修品営業部門統括 営業部門　補修品・技術サービス統括 執行役員
(株)アロックス代表取締役社長

瀬尾 年三 兼 営業全般企画・業務部門担当 営業部門 企画・業務統括 執行役員

小野田 誠二 兼 生産技術部門担当 曙ブレーキ三春製造(株)代表取締役社長 執行役員

工藤 高 兼 開発部門統括 開発部門統括補佐 執行役員

山口 晋 兼 自動車営業部門3・4グループ統括 営業部門　自動車営業4・5統括 執行役員

根岸 利行 VCETプロジェクト シニアエキスパート 新規事業部門VCETプロジェクト シニアエキスパート
西川 裕 VCETプロジェクト シニアエキスパート 新規事業部門VCETプロジェクト 企画・二輪統括
鈴木 尚 曙光制動器(蘇州)有限公司 シニアエキスパート 広州曙光制動器有限公司 シニアエキスパート
国友 英昭 コーポレートスタッフ部門 シニアエキスパート

兼 コーポレートスタッフ部門 法務・知財グループ グループリーダー
管理支援部門 シニアエキスパート

安藤 昌明 グローバル営業・自動車営業1グループ 統括 営業部門 統括
濱田 朋一 自動車営業部門 自動車営業1グループ グループリーダー 営業部門 自動車営業1グループ グループリーダー
坂本 祐秋 自動車営業部門 自動車営業2グループ グループリーダー 営業部門 自動車営業3グループ グループリーダー
青柳 伸治 自動車営業部門 自動車営業3グループ グループリーダー 営業部門 自動車営業2グループ グループリーダー
渡辺 実 自動車営業部門 自動車営業4グループ グループリーダー 営業部門 自動車営業4グループ 営業1チーム チームリーダー
村上 浩 補修品営業部門 補修品販売1グループ グループリーダー 営業部門 補修品販売1グループ グループリーダー 兼 AKEBONO CORPORATION ASIA PTE.LTD. 取締役

兼 (株)ネオストリート 取締役

1　/　2



氏名 新職 旧職 継続職

田沼 博 補修品営業部門 補修品販売2グループ グループリーダー 営業部門 補修品販売1グループ 販売2チーム チームリーダー
寺田 芳仁 補修品営業部門 技術サービスグループ グループリーダー 営業部門 技術サービスグループ グループリーダー
鈴木 信行 産機鉄道部門 統括 営業部門 統括 兼 曙ブレーキ館林製造(株) 取締役
伊能 明彦 産機鉄道部門 産業機械グループ グループリーダー 営業部門 産業機械グループ グループリーダー
鎌田 耕一 産機鉄道部門 鉄道グループ グループリーダー 営業部門 鉄道グループ グループリーダー
本多 孝一 商品企画部門 商品企画グループ グループリーダー 商品企画部門 原価企画グループ グループリーダー 兼 曙ブレーキ羽生製造(株) 取締役
佐々木 要助 開発部門 顧問 (株)曙ブレーキ中央技術研究所 顧問
宮崎 利朗 開発部門 摩擦材要素技術グループ グループリーダー AKEBONO CORPORATION (NORTH AMERICA) R&D グループリーダー
徳村 宏 開発部門 摩擦材適用グループ グループリーダー 開発部門 摩擦材要素技術グループ グループリーダー
早川 嘉朗 開発部門 機構適用・自動車グループ グループリーダー 開発部門 機構適用グループ グループリーダー
古川 仁 開発部門 機構適用・産鉄グループ グループリーダー 開発部門 機構適用グループ スペシャリスト
堀口 和也 開発部門 ブレーキ統合プロジェクト グループリーダー 開発部門 摩擦材適用グループ グループリーダー
相場 武雄 開発部門 実験評価グループ グループリーダー 開発部門 技術企画グループ グループリーダー
中川 豊 開発部門 トライボロジーグループ グループリーダー 開発部門 実験評価グループ グループリーダー 兼 アケボノテック(株) 取締役
国見 敬 新商品開発室 室長 新規事業部門新規事業室 室長
国分 光二 調達部門 調達1グループ グループリーダー 調達部門 調達グループ グループリーダー
稲葉 博 調達部門 企画グループ グループリーダー 調達部門 企画グループ グループリーダー
長島 新吉 調達部門 調達2グループ グループリーダー 調達部門 CATI調達グループ グループリーダー
久保田 廣 生産部門 企画・環境安全グループ グループリーダー 兼 曙エンジニアリング(株) 取締役
小嶋 正義 生産技術部門 生産技術開発グループ グループリーダー 曙エンジニアリング(株) 機構生技開発グループ グループリーダー
宇木 裕文 生産技術部門 生産技術企画グループ グループリーダー 曙エンジニアリング(株) 設備設計グループ グループリーダー
宮嶋 寛二 財務経理部門 財務・経営企画グループ グループリーダー AKEBONO ARRAS S.A.S. Vice President

岡田 拓信 財務経理部門 経理・管理会計グループ グループリーダー 財務経理部門 財務経理グループ グループ連結チーム チームリーダー
松井 恭士 コーポレートスタッフ部門 人事企画グループ グループリーダー 管理支援部門 人事企画グループ グループリーダー
前上 亮子 コーポレートスタッフ部門 人事グループ グループリーダー 管理支援部門 人事グループ グループリーダー
福島 雄二 コーポレートスタッフ部門 総務グループ グループリーダー 管理支援部門 総務グループ 総務チーム チームリーダー
田中 潔 コーポレートスタッフ部門 ITIOグループ グループリーダー 経営企画部門 ITIOグループ グループリーダー
柄澤 正人 コーポレートスタッフ部門 CB推進室 室長 経営企画部門 CB推進準備室 室長
新井 良夫 コーポレートスタッフ部門 広報室 室長 経営企画部門 広報･IRグループ グループリーダー
友光 茂 労務・福祉グループ グループリーダー 管理支援部門 労務･福祉グループ グループリーダー 兼 あけぼのFRESHセンター センター長
三木 恭一 AKEBONO ARRAS S.A.S. Vice President

兼 AKEBONO EUROPE S.A.S. Vice President

財務経理部門 財務経理グループ グループリーダー 兼 (株)曙マネジメントサービス 取締役

城迫 昇 広州曙光制動器有限公司 機構技術センター 科長 中国事業準備室 技術グループ スペシャリスト
渡部 進一 曙光制動器(蘇州)有限公司 摩擦材技術センター 科長 広州曙光制動器有限公司 スペシャリスト
金子 正志 曙ブレーキ岩槻製造(株) 製造グループ グループリーダー 曙ブレーキ岩槻製造(株) 製造グループ 製造1チーム チームリーダー
黒羽 七郎 曙ブレーキ岩槻製造(株) 業務グループ グループリーダー 曙ブレーキ岩槻製造(株) 製造グループ 業務チーム チームリーダー
細谷 智 曙ブレーキ岩槻製造(株) 管理グループ グループリーダー 曙ブレーキ岩槻製造(株) 生産管理グループ グループリーダー
河原 光祥 曙ブレーキ三春製造(株) 代表取締役社長 兼 曙ブレーキ岩槻製造(株) 取締役
高木 康夫 (株)曙ブレーキ中央技術研究所 高木研究室 室長 開発部門 分析･解析センターグループ グループリーダー
池上 洋 (株)曙ブレーキ中央技術研究所 研究戦略室 室長 新規事業部門新規事業室 ICATグループ グループリーダー
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