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曙ブレーキ、「人事異動(6月19日、7月1日付)に関するお知らせ」 

 

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、2009 年 6 月 19 日、7 月 1 日付けで下記の通り役員級及び部長級

の人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

 

 

【別紙添付:役員級及び部長級人事発令】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【2009年6月19日付 役員級人事発令】

氏　名 新　　職 旧　　職 継　続　職
桑野　秀光 相談役 副会長

相澤　義春 シニアエキスパート 常務執行役員 生産部門長補佐

【2009年7月1日付 役員級人事発令】

氏　名 新　　職 旧　　職 継　続　職
横尾　俊治 生産管掌 生産部門管掌

調達部門長
モノづくりプロジェクト管掌

代表取締役 副社長
産業機械・鉄道部門管掌
(株)APS代表取締役

荻野　好正 企画・管理管掌 管理・企画系管掌
情報システム部門管掌
センサー事業室管掌
人事管掌

代表取締役 副社長
CFO

西垣　順充 渉外・広報管掌 渉外担当
総務・広報・CB推進管掌

取締役 専務執行役員

石毛　三知之 営業管掌補佐
産業機械・鉄道部門長

補修品営業部門長 取締役 専務執行役員
曙ブレーキ産機鉄道部品販売(株) 代表取締役社長

工藤　高 技術管掌
調達部門長

開発部門長
VCETプロジェクト管掌
品質保証部門管掌

取締役 専務執行役員

斉藤　剛 営業管掌 自動車営業部門長 取締役 専務執行役員
欧州事業担当
Akebono Brake Europe N.V. CEO

宇津木　聡 アルミ鋳造プロジェクト管掌 専務執行役員
生産部門長
生産部門 国内生産再編プロジェクト担当

佐藤　光夫 生産管掌補佐 生産部門管掌補佐 専務執行役員
モノづくりプロジェクト担当

小林　浩治 生産部門長補佐 生産部門 アジア生産担当 専務執行役員
Akebono Brake (Thailand) Co., Ltd. President

広州曙光制動器有限公司 董事長
曙光制動器(蘇州)有限公司董事長

出嶋　清 技術管掌補佐 常務執行役員
品質保証部門長

奥村　健 企画・管理管掌補佐
財務・経理部門長

財務・経理担当 常務執行役員

伊東　良平 営業管掌補佐 情報システム部門長 執行役員（常務待遇）

宮嶋　寛二 企画・管理管掌補佐
人事・総務部門長

人事担当 執行役員

安藤　昌明 営業管掌補佐
自動車営業部門長

自動車営業部門長補佐
北米営業担当

執行役員

西山　和男 技術管掌補佐
開発部門長

開発部門長補佐 執行役員

細谷　智 生産部門長補佐 執行役員
生産部門 プロジェクトAi担当
曙ブレーキ岩槻製造(株) 代表取締役社長

野口 登 顧問 シニアエキスパート 特命

岩田 幸雄 顧問 シニアエキスパート アルミ鋳造プロジェクト
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【2009年7月1日付 部長級人事発令】

氏　名 新　　職 旧　　職 継　続　職
村上　浩 営業管掌補佐

兼 補修品営業部門長
Akebono Brake Corporation Service Parts Sales  General Manager

山口　晋 自動車営業部門 営業企画部 主査 自動車営業部門 営業企画統括
兼 自動車営業部門 営業企画部 部長

青柳　伸治 自動車営業部門 部門長補佐 自動車営業部門 商用車・二輪・海外統括 兼 自動車営業部門 自動車営業4部 部長
兼 IBEX リーダー

田中　潔 自動車営業部門 営業企画部 部長 自動車営業部門 チーフエンジニア

原　留夫 補修品営業部門 部門長補佐 兼 補修品営業部門 補修品販売3部 部長

鈴木　信行 産業機械・鉄道部門 部門長補佐 産業機械・鉄道部門 部門長

国見　敬 開発部門 電子応用技術部 部長 開発部門 新商品開発部 部長

羽鳥　洋一 兼 調達部門 調達2部 部長 調達部門 部門長代行

城迫　昇 調達部門 調達部 部長 調達部門 調達1部 部長

岡　慶一 調達部門 調達企画部 部長 Akebono Brake Corporation Purchasing Executive Coordinator

高宮　稔 品質保証部門 品質保証部 部長 品質保証部門 部門長補佐
兼 品質保証部門 品質監査部 部長

田中　英明 品質保証部門 品質保証部 エキスパート 品質保証部門 品質保証部 部長

星埜　通夫 生産管掌補佐
兼 可動率海兵隊 担当

生産部門 部門長補佐
兼 生産部門 可動率海兵隊 担当

後藤　孝 生産部門 生技開発部 部長 生産部門 生産技術開発統括
兼 生産部門 摩擦材生技開発部 部長

小嶋　正義 兼 生産部門 生産技術ZEROプロジェクト 統括 生産部門 国内生産再編プロジェクト 設備戦略部 部長

栗原　攝 生産部門 生技開発部 エキスパート 生産部門 機構生技開発部 部長

本多　孝一 生産部門 新基幹システム室 室長 情報システム部門 基幹システムプロジェクト 統括

大山　富一 法務・知的財産部 部長 法務部 部長

小野寺　勝弘 法務・知的財産部 知的財産室 室長 知的財産部 部長

茂木　尚男 情報システム推進部 部長 情報システム部門 基幹システムプロジェクト プロジェクトリーダー

渡邉　高夫 人事・総務部門 人事部 部長 人事労務部 部長

福島　雄二 人事・総務部門 総務部 部長 総務部 部長

松井　恭士 人事・総務部門 人事部 エキスパート 人財開発室 室長

喜多村　英行 財務・経理部門 財務部 部長 財務部 部長

岡田　拓信 財務・経理部門 経理部 部長 経理部 部長
兼 管理会計部 部長
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