
 

 

 

News Release 
 

2016 年 12 月 16 日 
 
 

曙曙曙曙ブレーキブレーキブレーキブレーキ、｢、｢、｢、｢人事異動人事異動人事異動人事異動のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ｣｣｣｣ 

 

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、

2017 年 1 月 1 日付人事異動について、以下の通りお知らせ致します。 
 

 
 
 

【【【【別紙添付別紙添付別紙添付別紙添付:部長部長部長部長級級級級以上以上以上以上のののの人事発令人事発令人事発令人事発令】】】】 
 
 



【【【【2017年年年年1月月月月1日付日付日付日付 役員級人事発令役員級人事発令役員級人事発令役員級人事発令】】】】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

グローバル生産企画部門長 代表取締役 副社長
生産全般
投資戦略企画室担当
アジア事業担当

松本 和夫

生産部門 安全推進部長 常務執行役員
生産部門長補佐

小野田 誠二

マーケティング戦略室長 グローバルマーケティング戦略室長 執行役員
自動車営業部門長補佐
原価企画室長

田中 潔

法務･総務グループ長 法務・総務担当 執行役員
法務・知的財産部長

渡邉 高夫

特命プロジェクト担当 技監
先行開発グループ長補佐

前原 利史

【【【【2017年年年年1月月月月1日付日付日付日付 部長級人事発令部長級人事発令部長級人事発令部長級人事発令】】】】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

曙ブレーキ工業(株) 先行開発グループ長補佐 (株)曙ブレーキ中央技術研究所 主幹研究員 尾高 成也

曙ブレーキ工業(株) 先行開発グループ 制御開発 統括リーダー 曙ブレーキ工業(株) 先行開発グループ 電動ブレーキ開発部 担当部長 江口 恵

曙ブレーキ工業(株) 先行開発グループ 電動ブレーキ開発 統括リーダー 曙ブレーキ工業(株) 先行開発グループ 電動ブレーキ開発部長 赤田 浩教

曙ブレーキ工業(株) 先行開発グループ 次世代機構開発 統括リーダー 曙ブレーキ工業(株) 先行開発グループ 特命プロジェクト1 プロジェクトリーダー 中村 裕昭

曙ブレーキ工業(株) 先行開発グループ 次世代摩擦材開発 統括リーダー 曙ブレーキ工業(株) 先行開発グループ 先行摩擦材開発部長 上野 敦
曙ブレーキ工業(株) Foundation事業部門 適用開発部長 曙ブレーキ工業(株) Foundation事業部門 機構開発部長 曙ブレーキ工業(株) インフラ＆モビリティシステム事業部門(AIMS)

インフラ・モビリティ開発部長補佐

関口 昭彦

曙ブレーキ工業(株) Friction Material事業部門 適用開発部長 曙ブレーキ工業(株) Friction Material事業部門 摩擦材開発部長 渡辺 隆幸

曙ブレーキ工業(株) 補修品事業部門 業務部長 曙ブレーキ工業(株) 補修品事業部門長 柳生 明嗣

曙ブレーキ工業(株) 補修品事業部門 企画業務部長 曙ブレーキ工業(株) 補修品事業部門 海外部長 曙ブレーキ工業(株) 補修品事業部門 部門長補佐

曙ブレーキ工業(株) 補修品事業部門 販売1部長

森澤 知範

曙ブレーキ工業(株) 補修品事業部門 海外部長 曙ブレーキ工業(株) 補修品事業部門 海外部長補佐 曙ブレーキ工業(株) 補修品事業部門 販売1部長補佐 磯野 秀樹

曙ブレーキ工業(株) 補修品事業部門 販売2部長

曙ブレーキ工業(株) 補修品事業部門 営業所統括部長

曙ブレーキ工業(株) 補修品事業部門 業務部長補佐 伊能 明彦

曙ブレーキ工業(株) 補修品事業部門 カスタマーサービス＆ソリューション部

長代行

曙ブレーキ工業(株) 補修品事業部門 業務部 首都圏営業所長 福岡 正樹

HP事業部門 VSET 部長 Akebono Brake Corporation Executive Advisor 松本 隆
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【【【【2017年年年年1月月月月1日付日付日付日付 部長級人事発令部長級人事発令部長級人事発令部長級人事発令】】】】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

曙ブレーキ工業(株) インフラ＆モビリティシステム事業部門(AIMS) インフ

ラ・モビリティ営業2部長

曙ブレーキ工業(株) グローバルマーケティング戦略室長補佐 宮﨑 聡夫

曙ブレーキ工業(株) インフラ＆モビリティシステム事業部門(AIMS) インフ

ラ・モビリティ大阪営業部長

曙ブレーキ工業(株) インフラ＆モビリティシステム事業部門(AIMS) インフラ・

モビリティ営業2部長

竹下 秀和

曙ブレーキ工業(株) 自動車営業部門 業務部長 曙ブレーキ工業(株) 自動車営業部門 自動車営業3部長補佐

曙ブレーキ工業(株) 自動車営業部門 自動車営業3部 営業1課長

八束 重毅

曙ブレーキ工業(株) 自動車営業部門 自動車営業1部長代行 曙ブレーキ工業(株) 自動車営業部門 自動車営業1部 営業1課長 木内 亮

曙ブレーキ工業(株) 自動車営業部門 自動車営業3部長 曙ブレーキ工業(株) 自動車営業部門 自動車営業3部長補佐 向野 哲司

曙ブレーキ工業(株) 生産部門長補佐 曙ブレーキ工業(株) グローバル生産企画部門長補佐 小川 浩

曙ブレーキ工業(株) 生産部門長補佐

曙ブレーキ工業(株) 生産部門 生産物流部長

曙ブレーキ工業(株) 生産部門 グローバル物流部長 小林 正幸

曙ブレーキ工業(株) 生産部門 生産管理部長 曙ブレーキ工業(株) 生産部門長補佐 細谷 智

曙ブレーキ工業(株) 生産部門 館林鋳造所長代行 曙ブレーキ福島製造(株) 製造課長

曙ブレーキ福島製造(株) 海外支援課長

小野寺 義之

曙ブレーキ工業(株) 生産技術部門 鉄鋳造生技部長代行 曙ブレーキ工業(株) 生産部門 館林鋳造所長代行

曙ブレーキ工業(株) 生産部門 館林鋳造所 品質技術課長

曙ブレーキ工業(株) 生産部門 館林鋳造所 APS課長

前田 剛

曙ブレーキ工業(株) 調達部門 調達企画部長 曙ブレーキ工業(株) 調達部門 調達1部長 曙ブレーキ工業(株) 調達部門長 岡 慶一

曙ブレーキ工業(株) 調達部門 調達部長代行 曙ブレーキ工業(株) 調達部門 調達2部長代行 齊藤 勝也

曙ブレーキ工業(株) 経営企画部長 Akebono Brake Astra Vietnam Co.，Ltd General Director 荒川 哲丸

曙ブレーキ工業(株) 人事グループ長 曙ブレーキ工業(株) 人事部長

曙ブレーキ工業(株) ダイバーシティ推進室長

前上 亮子

曙ブレーキ工業(株) 人事グループ 海外人事室長 曙ブレーキ工業(株) 人事部長補佐

曙ブレーキ工業(株) 人事部 グローバル人事室長

Jeremy Parker

曙ブレーキ工業(株) 監査部長 曙ブレーキ工業(株) 経営企画部長 細野 哲郎

Akebono Brake Astra Vietnam Co.，Ltd General Director Akebono Brake，Glasgow Plant Project Manager 金澤 東彦フランソワ
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