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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年度からスタートする新中期経営計画「Global 30」
の達成に向け、1月1日、２月1日付で組織改正および人事異動を実施してまいりま
したが、更に4月1日付でグループ企業の経営層刷新による体制強化を目的に、以下
の組織改正・人事異動を行います。

【組織改正・人事異動のポイント】
グループ企業における執行役員制の廃止による責任と権限の明確化を図
る。
新会社設立に伴う異動の実施。
3月25日に設立した「曙ブレーキ羽生製造㈱」「㈱APS」および4月1
日に設立する「曙ブレーキ山陽製造㈱」の本格的な業務開始に伴う異
動。
調達部門を3グループ制（企画グループ、調達グループ、CATI調達グルー
プ）とし、役割・責任の明確化による専門業務への特化を行う。
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【2005年4月1日付人事発令】
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Manager, ARC Brake L.L.C.
▽兼 曙エンジニアリング㈱ 取締役会長、㈱APS 代表取締役

▽兼 管理支援部門統括、曙ブレーキ山陽製造㈱ 監査役

代表取締役 副社長

氏

柏木 剛

曙ブレーキ山形製造㈱ 代表取締役、
代表取締役 副社長
曙ブレーキ岩槻製造㈱・曙ブレーキ福島製造㈱・曙ブレーキ三春製造㈱ 取締役

横尾 俊治

Member of the Board, Akebono Corporation (North America)

取締役 副社長

佐藤 宏毅

曙ブレーキ館林製造㈱ 代表取締役会長、Member of the Board, Akebono
Corporation (North America)

取締役 副社長

久保田 正

曙ブレーキ岩槻製造㈱ 取締役、山陽ブレーキ工業㈱ 取締役会長、山陽ハイド
リック工業㈱ 取締役会長

取締役 専務執行役員 経営企画部門統括

西垣 順充
石毛 三知之
後藤 和彦

▽兼 Manager, ARC Brake L.L.C.

COO, Akebono Arras S.A.S.
曙ブレーキいわき製造㈱ 取締役
㈱曙ブレーキ中央技術研究所・曙ブレーキ福島製造㈱取締役、Administrateur,
Akebono Europe S.A.S.

専務待遇執行役員 北米・欧州事業統括
専務執行役員 営業部門統括
専務執行役員 開発部門担当

野口

▽兼 曙ブレーキ岩槻製造㈱ 取締役

曙エンジニアリング㈱ 代表取締役社長、曙ブレーキ三春製造㈱ 取締役

専務執行役員 CATIプロジェクトリーダー

岩田 幸雄

▽兼 曙ブレーキ山陽製造㈱ 代表取締役社長

管理支援部門 統括、Member of the Board, Akebono Corporation (North
America)、曙ビーエムエス㈱ 代表取締役社長、㈱曙マネジメントサービス・あけぼ 専務執行役員
の123㈱ 取締役

登

宇津木 聡

曙ブレーキ岩槻製造㈱ 取締役

常務執行役員 商品企画部門統括

岩田 陽一

曙ブレーキ岩槻製造㈱・曙ブレーキ山形製造㈱ 取締役

常務執行役員 営業部門OEM統括

斎藤

▽兼 ㈱APS 取締役

曙ブレーキ福島製造㈱ 代表取締役会長

常務執行役員 兼 曙ブレーキ岩槻製造㈱ 代表取締役社長

佐藤 光夫

▽兼 曙ブレーキ羽生製造㈱・曙ブレーキ山陽製造㈱・曙ブレーキ三春製造㈱
取締役

山陽ハイドリック工業㈱ 代表取締役社長、山陽ブレーキ工業㈱ 取締役

常務執行役員 生産部門統括

相澤 義春

経営企画部門 経理財務統括

荻野 好正

▽兼 曙ブレーキ岩槻製造㈱、㈱アロックス 取締役

執行役員 営業部門 補修品・技術サービス統括
執行役員 営業部門 企画・業務統括

宮本 雅弘
瀬尾 年三

▽兼 曙ブレーキ福島製造㈱・㈱曙ブレーキ中央技術研究所 取締役

執行役員 開発部門 摩擦材統括

工藤

高
亨

常務執行役員 兼 Member of the Board, Akebono Corporation (North America)、
顧問
Administrateur, Akebono Europe S.A.S. 、曙ブレーキ山形製造㈱ 監査役
㈱ネオストリート 取締役

執行役員
執行役員
執行役員
調達部門

兼 曙ブレーキ福島製造㈱ 取締役
兼 アケボノテック㈱ 取締役
兼 トーワ金属㈱ 取締役
調達グループリーダー

曙ブレーキ館林製造㈱ 取締役、幡和工業㈱ 代表取締役社長

執行役員待遇 兼 President, Ambrake Corporation

若林

執行役員待遇
執行役員待遇、トーワ金属㈱ 取締役
顧問
調達部門 調達グループ スタッフ

営業部門 自動車４・５統括
開発部門 機構統括
調達部門統括

山口 晋
尾高 成也
溝渕 末義
国分 光二

営業部門 補修品販売グループリーダー

村上

浩

Member of the Board, PT. Tri Dharma Wisesa

曙光制動器（蘇州）有限公司 総経理

松本
草別
近藤
本多
瀬古

和夫
隆志
清
孝一
和彦

▽兼 ㈱ネオストリート・Akebono Corporation Asia PTE. LTD.取締役
Member of the Board, PT. Tri Dharma Wisesa
曙ブレーキ羽生製造㈱ 代表取締役社長
▽兼 曙ブレーキ羽生製造㈱ 取締役
㈱ＡＰＳ 取締役社長
▽兼 曙ブレーキいわき製造㈱・曙エンジニアリング㈱ 監査役

剛

㈱アロックス 取締役
曙ブレーキ三春製造㈱ 執行役員
曙ブレーキ三春製造㈱ 取締役
㈱曙ブレーキ中央技術研究所・曙マネジメントサービス㈱・山陽ブレーキ工業㈱
監査役

商品企画部門 原価企画グループリーダー
監査役室 室長

木村 恵司郎

曙ブレーキ山形製造㈱・山陽ハイドリック工業㈱ 監査役

経営企画部門 経理財務グループリーダー

三木 恭一

アケボノテック㈱ COO
アケボノテック㈱ 代表取締役

開発部門 実験評価グループリーダー

門脇 邦博
中川 豊

▽兼 ㈱曙マネジメントサービス 取締役、曙ブレーキ岩槻製造㈱・曙ブレーキ館
林製造㈱ 監査役
アケボノテック㈱ 代表取締役社長
▽兼 アケボノテック㈱ 取締役
曙ブレーキ岩槻製造㈱ 取締役、曙ブレーキ三春製造 監査役

曙ブレーキ岩槻製造㈱ 執行役員
営業部門 自動車営業グループリーダー

曙ブレーキ福島製造㈱ 代表取締役社長

曙ブレーキ岩槻製造㈱ 執行役員
曙ブレーキ福島製造㈱ COO

濱田 朋一
斎藤 一巳

曙ブレーキ福島製造㈱・曙ブレーキ館林製造㈱ 監査役

内部監査室長

福永 龍一

曙ブレーキ三春製造㈱ 取締役
曙ブレーキ山形製造㈱ 代表取締役社長
曙ブレーキ館林製造㈱ 代表取締役社長

曙ブレーキ三春製造㈱
曙ブレーキ山形製造㈱
曙ブレーキ山形製造㈱
曙ブレーキ館林製造㈱

河原 光祥

執行役員
COO
執行役員
COO

開発部門 摩擦材適用グループリーダー
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田中 彰
大川 良一
堀口 和也
大山 富一
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▽兼 曙ブレーキ館林製造㈱ 取締役、幡和工業株式会社 代表取締役社長
▽兼 曙ブレーキいわき製造㈱ 取締役
曙エンジニアリング㈱ 代表取締役社長
曙エンジニアリング㈱ 取締役
CATIプロジェクトメンバー

曙エンジニアリング㈱ 製造グループリーダー
株式会社アロックス 取締役副社長
曙ビーエムエス株式会社 代表取締役社長
▽兼 あけぼの123株式会社 取締役

顧問
曙エンジニアリング㈱
曙エンジニアリング㈱
曙エンジニアリング㈱
曙エンジニアリング㈱

執行役員
取締役 常務執行役員
執行役員
執行役員

鈴木 信行

営業部門 補修品販売2グループ SDインストラクター

佐藤 泉
小倉 晴美
久保田 廣
荒井 紀一
宮川 茂幸
長島 新吉
宇木 裕文
藤沼 弘一
小松 真人
宇田川 佳男
渡辺 高夫

曙エンジニアリング㈱ 営業グループリーダー
調達部門 CATI調達グループリーダー
曙エンジニアリング㈱ 設備設計グループリーダー

株式会社アロックス 代表取締役副社長
株式会社曙マネジメントサービス 執行役員
曙ビーエムエス株式会社 取締役副社長

株式会社曙マネジメントサービス H&Rグループリーダー
株式会社曙マネジメントサービス 代表取締役社長
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営業部門 産機鉄道営業統括

名

