
 

 
 
News Release 
 

2017 年 12 月 20 日 
 
 

曙ブレーキ、｢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、

2018 年 1 月 1 日付人事異動について、以下の通りお知らせいたします。 
 

 
 
 

【別紙添付:部長級以上の人事発令】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【2018年1月1日付 役員級人事発令】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名
財務・経理部門長
IAM担当

社長補佐
財務・経理担当

代表取締役 副社長
CFO

荻野　好正

Akebono Brake Mexico S.A. de C.V. Chairman 生産全般
アジア事業担当

代表取締役 副社長
COO
北米事業担当
Akebono Brake Corporation Chairman

松本　和夫

経営企画部門長 経営企画担当
Akebono Brake Mexico S.A. de C.V. Chairman

専務執行役員
グローバルデータベース担当

宮嶋 寛二

渉外担当
ブランディング担当

社長補佐
国内自動車営業・補修品事業担当
ABSK 担当

専務執行役員 斉藤 剛

将来生技開発部門長
環境・安全部門長

生産技術部門長 専務執行役員 日高 克二

COO補佐 専務執行役員
Foundation BU プレジデント

品川 洋一

地球環境担当 社長補佐
適用開発グループ長
適用・電動ブレーキ開発担当
新規ビジネス獲得プロジェクトリーダー
環境全般担当

技監（専務執行役員待遇） 工藤 高

品質保証担当 常務執行役員
生産部門長
標準化・原価低減担当

西村 誠司

開発統括付 先行開発（HE担当） 常務執行役員 根岸 利行

常務執行役員
開発統括
先行摩擦材開発部門長

チーフテクニカルオフィサー（常務執行役員待遇）
先行開発グループ 摩擦材担当

（株）曙ブレーキ中央技術研究所 代表取締役社長 出井 浩

グローバル営業部門　国内自動車営業担当 マーケティング戦略担当
国内自動車営業担当
協力会担当
渉外担当

執行役員 安藤 昌明

品質保証部門長 自動車営業部門長補佐
マーケティング戦略室長
原価企画室長

執行役員 田中 潔

管理部門長 人事・法務・総務担当
法務･総務グループ長

執行役員 渡邉 高夫

経営企画部門長補佐 執行役員
調達部門長

岡 慶一
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新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名
グローバル営業部門長
協力会担当

自動車営業部門長
グローバル営業 部長

執行役員 樫村 剛

執行役員*
開発統括補佐
先行機構開発部門長

先行開発グループ　機構担当 （株）曙ブレーキ中央技術研究所  主幹研究員 尾高 成也

先行機構開発部門長補佐 先行開発グループ 機構担当補佐 技監 前原 利史

技監
新規ビジネス獲得プロジェクトリーダー

新規ビジネス獲得プロジェクトリーダー補佐 インフラ＆モビリティシステム（AIMS） BU プレジデント補佐
新規プロジェクト（Fプロジェクト） プロジェクトリーダー

国見　敬

渉外担当 ブランディング担当 理事
協力会担当

宮本 雅弘

環境・安全部門 安全推進部長
環境・安全部門 BCM推進室長

理事
生産部門長補佐

小野田 誠二

＊　執行役員選定理由：尾高成也氏は長年にわたり技術開発業務に携わるとともに、海外拠点での幅広い経験と知見を有しており、執行役員としてその職務を適正に遂行できるものと判断いたしました。

【2018年1月1日付 部長級人事発令】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名
グローバル営業部門 担当部長 グローバル営業 担当部長

Foundation BU 営業5部長
近藤 弘吉

グローバル営業部門 担当部長 グローバル営業 担当部長
自動車営業部門 業務部長

八束 重毅

グローバル営業部門 業務部長 グローバル営業 担当部長
Foundation BU 営業4部長

川上 和彦

開発統括付
開発企画室長

適用開発グループ 開発データベースプロジェクトリーダー 三田 忠寛

開発企画室 シニアスタッフエンジニア 先行開発グループ 業務企画 統括リーダー 宮崎 利朗

先行摩擦材開発部門 次世代摩擦材開発 統括リーダー
開発統括付

先行開発グループ 次世代摩擦材開発 統括リーダー 上野 敦

先行摩擦材開発部門 シミュレーション解析 統括リーダー 先行開発グループ シミュレーション解析 統括リーダー 泉原 敏孝

先行摩擦材開発部門 工法開発 統括リーダー
環境・安全部門 環境部長補佐

生産技術部門 生技企画部長
生産技術部門 生技戦略室 メンバー

後藤 孝

先行機構開発部門 次世代機構開発 統括リーダー 先行開発グループ 次世代機構開発シニアスタッフエンジニア 藤原 忠相

先行機構開発部門 次世代電動化開発 統括リーダー 先行開発グループ 次世代機構開発 統括リーダー 中村 裕昭

実験解析部長 適用開発グループ 適用開発統括部長 松本 隆
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新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名
新規ビジネス獲得プロジェクト 電動ブレーキ開発 統括リーダー 適用開発グループ 電動ブレーキ開発 統括リーダー 赤田 浩教

将来生技開発部門 生技企画部長 Akebono Brake Slovakia s.r.o. Senior Consulting Manager 宇木 裕文

将来生技開発部門 要素技術開発部長 生産技術部門 要素技術開発部長
生産技術部門 生技戦略室 メンバー

関 克司

将来生技開発部門 将来生技開発室長 生産技術部門 要素技術開発部 担当部長
生産技術部門 生技戦略室 メンバー

須貝 幸廉

Foundation BU プレジデント補佐 Foundation BU 製造技術部長
曙ブレーキ岩槻製造（株） 製造技術部長
生産技術部門 生技戦略室 メンバー

小嶋 正義

Foundation BU Controller Foundation BU 戦略部長 河原 光祥

Foundation BU 営業統括
グローバル営業部門 担当部長

グローバル営業 担当部長 向野 哲司

Foundation BU 戦略部長 Foundation BU 戦略部長補佐 曙ブレーキ岩槻製造（株） 管理部長 中田 昭宏

Foundation BU 適用設計部長 Foundation BU 戦略部 Engineerチーム 課長 堀江 哲也

Foundation BU 試作・実験部長 Foundation BU 適用開発部長
インフラ＆モビリティシステム（AIMS） BU インフラ・モビリティ開発部部
長補佐

関口 昭彦

Foundation BU 営業3部長
グローバル営業部門 担当部長

Foundation BU 営業3部長補佐 田中 直人

Foundation BU 営業4部長 生産部門 生産物流部 担当部長 村上 浩

Friction Material BU 営業統括
Friction Material BU 営業2部長代行
グローバル営業部門 担当部長

Friction Material BU 営業1部長代行 木内 亮

Friction Material BU 生産統括室長代行 Friction Material BU 担当課長 大川 良一

Friction Material BU 品質統括室長代行 Friction Material BU 担当課長 竹村 宏己

Friction Material BU 営業1部長代行 Friction Material BU 営業1部 1課長 宇野 裕之

補修品 BU 海外部長 補修品 BU 販売1部長 補修品 BU プレジデント補佐 森澤 知範

補修品 BU 販売1部長 補修品 BU 海外部長
補修品 BU 販売1部長補佐

磯野 秀樹

補修品 BU 企画業務部長 補修品 BU 企画業務部長代行
補修品 BU 企画業務部 企画課長

小貫 賢次

インフラ＆モビリティシステム（AIMS） BU 経営企画部長 インフラ＆モビリティシステム（AIMS） BU プレジデント補佐 小池 佐智夫
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新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名
生産部門 生産管理部長 生産部門 生産物流部長 生産部門長補佐 小林 正幸

生産部門 生産管理部 担当部長
（株）アロックス 代表取締役社長

生産部門 生産管理部長 生産部門長補佐 細谷 智

経営企画部門 経営企画部長 経営企画部長 荒川 哲丸

経営企画部門 中計プロジェクトリーダー 経営企画部 担当部長 城迫 昇

経営企画部門 情報システム部長 情報システム部長 佐野 義仁

財務・経理部門　財務部長 財務部長代行 石井 利明

財務・経理部門　経理部長 経理部長代行 荘原 健

管理部門 人事グループ長
管理部門 人事グループ 人事部長

人事グループ長
人事グループ 人事部長
人事グループ ダイバーシティ推進室長

前上 亮子

管理部門 人事グループ グローバル人事管理室長 人事グループ 海外人事室長 Jeremy Parker

管理部門 人事グループ 人事部長補佐
管理部門 人事グループ ダイバーシティ推進室長

人事グループ 人事部長補佐 今泉 達哉

管理部門 人事グループ モノづくりセンター長 モノづくりセンター長 佐藤 弘成

管理部門 総務部長 法務・総務グループ 総務部長代行
法務・総務グループ 環境部長代行

渡辺 実

環境・安全部門 環境部長 法務・総務グループ 環境部 担当課長 矢野 清子

品質保証部門 品質保証部長 マーケティング戦略室 担当部長 鉄田 敏之

品質保証部門 品質監査部長代行 Akebono Brake Corporation Senior Director 松本 健

曙ブレーキ岩槻製造（株） 製造部長 曙ブレーキ岩槻製造（株） 製造部長代行 遠藤 義就

曙ブレーキ岩槻製造（株） 製造技術1部長代行 Foundation BU 戦略部 Engineerチーム 担当課長 遠井 好則

曙ブレーキ岩槻製造（株） 製造技術2部長代行 曙ブレーキ岩槻製造（株） 製造技術部 機構3課長 須釜 康之

曙ブレーキ岩槻製造（株） 品質管理部長代行 品質保証部門 品質保証部長代行 光来出 重人

曙ブレーキ山陽製造（株） 製造部長 曙ブレーキ山陽製造（株） 製造部長代行 三原 光一

曙ブレーキ山陽製造（株） 製造技術部長 曙ブレーキ山陽製造（株） 製造技術部長代行 中村 進

曙ブレーキ山陽製造（株） 管理部長 曙ブレーキ山陽製造（株） 管理部長代行 楠原 栄治
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