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曙ブレーキ工業、｢組織改正および人事異動のお知らせ｣ 

 

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、グローバル化に対応した基盤構築のために、2011 年 1 月 1 日付で

下記の通り組織改正を行います。 

 

【業務別の主な組織改正】 

 

 自動車営業部門 

・ 「営業企画部」を「業務部」と「営業企画部」に分け、「業務部」は従来の業

務を担当し、「営業企画部」は今後のグローバル化対応の基盤づくりを図る。 

補修品営業部門 

・ 「販売 1 部グローバル企画課」を新設し、グローバル各地域の横串を通した補

修品販売体制を構築する。 

開発部門 

・ 「商品企画部」を新設し、開発に関する情報を統括するとともに、開発プロジ

ェクトのテーマと資源の再編を行い、将来製品・将来技術の企画力強化を図る。 

・ 「Customer Program Management」を新設し、お客様軸での適応開発力強化を

図る。 

生産部門 

・ 「グローバル再編推進プロジェクト」を「グローバルモノづくり推進室」に改

称し、グローバルでのモノづくり基盤を構築する。 

・ 「モノづくりプロジェクト」を「モノづくりセンター」に拡大し、グローバル

での人財育成を図る。 

企画･管理 

・ 「海外事業管理部」を新設し、海外への事業展開体制の強化を図る。 

・ 人事・総務部門に「グローバル人事室」「海外労務対策室」を新設し、グロー

バル人事機能の強化を図る。 

 

【別紙添付:部長級以上の人事発令】 

 

 



【2011年1月1日付 役員級人事発令】
氏　名 新　　職 旧　　職 継　続　職

工藤　高 開発部門長 調達部門長 取締役 専務執行役員
技術管掌

宇津木　聡 生産管掌 生産部門 グローバル再編推進プロジェクト担当 取締役 専務執行役員
生産部門長

小林　浩治 生産管掌補佐 企画・管理管掌補佐 専務執行役員
アジア事業担当
広州曙光制動器有限公司 董事
曙光制動器(蘇州)有限公司 董事

西山　和男 開発部門長補佐 開発部門長 執行役員
技術管掌補佐

細谷　智 執行役員待遇
Akebono Brake Corporation Advisor

執行役員
生産部門長補佐
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

高橋　正基 PT.Akebono Brake Astra Indonesia President PT.Akebono Brake Astra Indonesia Director 執行役員待遇

根岸　利行 開発部門欧州担当 執行役員待遇
VCETプロジェクト担当
Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd.

Engineering Director

安藤　雄次 執行役員
調達部門長

調達部門 顧問

ピーター  シュミッツ 執行役員待遇 Akebono Brake Europe N.V. COO

Akebono Europe S.A.S. COO

青柳　伸治 執行役員
兼 自動車営業部門 業務部 部長

自動車営業部門 部門長補佐

出井　浩 執行役員 シニアエキスパート (株)曙ブレーキ中央技術研究所 代表取締役社長

相澤　義春 Akebono Brake Corporation EVP, Manufacturing 生産部門長補佐 シニアエキスパート

堀口　和也 調達部門 調達技術プロジェクト（摩擦材系）
プロジェクトリーダー

シニアエキスパート
調達部門
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【2011年1月1日付 部長級人事発令】
氏　名 新　　職 旧　　職 継　続　職

濱田　朋一 自動車営業部門 担当部長 自動車営業部門 自動車営業1部 部長

牛丸　聡 自動車営業部門 自動車営業1部 部長 自動車営業部門 自動車営業1部 副部長

森澤　知範 補修品営業部門 販売1部 部長 補修品営業部門 補修品販売1部 販売1課 課長

安西　潔 補修品営業部門 エキスパート 補修品営業部門 補修品販売1部 部長

松永　秀樹 補修品営業部門 販売2部 部長 補修品営業部門 補修品販売2部 大阪営業所 所長

田沼　博 補修品営業部門 販売3部 部長 補修品営業部門 補修品販売2部 部長

西村　誠司 開発部門 商品企画部 部長 開発部門 ZEROプロジェクト プロジェクトリーダー

徳村　宏 開発部門 Customer Program Management プロジェクトリーダー 開発部門 実験・解析部 部長

樫村　剛 開発部門 Customer Program Management プロジェクトリーダー 開発部門 機構適用部 部長

中島　修 開発部門 Customer Program Management プロジェクトリーダー 開発部門 摩擦材適用部 部長

古川　仁 開発部門 Customer Program Management プロジェクトリーダー 開発部門 シニアスタッフエンジニア

安宅　敏明 開発部門 Customer Program Management プロジェクトリーダー 開発部門 電子応用技術部 1課 課長

高宮　稔 開発部門 Customer Program Management プロジェクトリーダー Akebono Brake Corporation Quality Assurance

Deputy General Manager

松本　隆 開発部門 適用開発部 部長 開発部門 機構適用部 2課 課長
兼 開発部門 機構適用部 1課 課長

中川　豊 開発部門 適用開発部 部長補佐 開発部門 車両実験部 部長

戸塚　禎雄 VCETプロジェクト 部長 VCETプロジェクト スペシャリスト

早川　嘉朗 調達部門 調達企画部 副部長 調達部門 調達技術プロジェクト（機構系） プロジェクトリーダー

森　久 品質保証部門 品質監査部 部長 品質保証部門 品質監査部 保証体制課 課長

星埜　通夫 兼 生産部門 モノづくりセンター 担当 生産管掌補佐
兼 可動率海兵隊 担当

近藤　清 生産部門 部門長補佐 生産部門 館林鋳造所 所長 兼 曙ブレーキ羽生製造(株) 代表取締役社長

笹原　茂美 生産部門 顧問 曙ブレーキ山陽製造(株) 代表取締役社長

宇木　裕文 生産部門 生産企画部 部長 生産部門 生産企画部 エキスパート

小嶋　正義 生産部門 グローバルモノづくり推進室 室長 生産部門 グローバル再編推進プロジェクト 設備戦略部 部長
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氏　名 新　　職 旧　　職 継　続　職
小倉　晴美 生産部門 モノづくりセンター センター長 生産部門 生産企画部 エキスパート 兼 曙ブレーキ三春製造(株) 代表取締役社長

兼 曙ブレーキいわき製造(株) 代表取締役社長

稲葉　博 生産部門 アジア事業推進室 室長 アジア事業推進室 室長

鈴木　健治 生産部門 館林鋳造所 所長 生産部門 館林鋳造所 副所長

柄澤　正人 経営企画部 部長 経営企画室 室長代行

国見　敬 新規事業部 部長 開発部門 電子応用技術部 部長

篠田　達也 財務・経理部門 経理部 部長 財務・経理部門 経理部 副部長
兼 財務・経理部門 会計システム導入推進プロジェクト 副統括

中尾　公也 海外事業管理部 部長 経営企画室 エキスパート

岡田　拓信 経営管理部 部長
兼 財務・経理部門 財務部 部長

財務・経理部門 経理部 部長
兼 財務・経理部門 会計システム導入推進プロジェクト 統括

前上　亮子 人事・総務部門 人財開発部 部長 人事・総務部門 人事企画室 室長

渡邉　高夫 兼 あけぼのFRESHセンター センター長 人事・総務部門 人事部 部長

友光　茂 あけぼのFRESHセンター センター長 人事・総務部門 エキスパート

泉原　敏孝 Akebono Brake Corporation Engineering Center Senior Director 開発部門 企画部 部長

藤原　忠相 Akebono Brake Corporation Foundation Brake Engineering

Director

Akebono Brake Corporation Foundation Brake Engineering

シニアスタッフエンジニア

柳生　明嗣 Akebono Brake Corporation Service Parts Sales

General Manager

Akebono Brake Corporation Service Parts Sales

シニアマネージャー

渋谷　愼 Akebono Brake Corporation Quality Audit General Manager 品質保証部門 品質監査部 部長

新堀　浩史 Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. General Manager Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. Chief Engineer

金子　正志 曙ブレーキ岩槻製造(株) 代表取締役社長
兼 生産部門 プロジェクトAi 担当

曙ブレーキ福島製造(株) 代表取締役社長

渡辺　雅行 曙ブレーキ岩槻製造(株) 製造部 部長 曙ブレーキ福島製造(株) 生産管理課 課長

吉田　穣 曙ブレーキ福島製造(株) 代表取締役社長 兼 曙ブレーキ岩槻製造(株) 製造部 部長 兼 曙ブレーキ岩槻製造(株) 取締役

河原　光祥 曙ブレーキ山陽製造(株) 代表取締役社長 生産部門 グローバル再編推進プロジェクト 生産再編推進部
部長
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