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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、2008 年度からの 3 ヵ年中期経営計画である｢akebono New Frontier 

30｣を実現するために、2010 年 1 月 1 日付で組織改正を行います。今回の組織改正

は、2009 年 7 月に実施した、事業規模に適した組織体制を継続するとともに、2009

年 9 月にロバート･ボッシュ GmbH から譲渡された北米ブレーキ事業を含む、北米

事業再構築のための人材の重点的配置を目的として実施するものです。組織改正の

具体的内容は下記です。 

 

【業務別の主な組織改正】 

生産部門 

・ 国内生産再編プロジェクトを発展･強化した、グローバル再編推進プロジェクト

を発足する。 

開発部門 

・ ブレーキモジュールプロジェクトの新設など、開発プロジェクトを再編する。 

調達部門 

プロジェクトを新設し、技術案件業務の効率化を図る。 

保証部門

新設し、監査業務の構築･推進を図る。 

業機械営業部と鉄道営業部に分離し、業務の拡大を図る。 

事業推進室を新設し、企画･管理の一部署とすることで、アジアの事業展

強化する。 

・ 人事･総務部門に人事企画室を新設する。 

 

【別紙添付:部長

 

・ 調達技術

品質  

・ 品質監査部を

産業機械･鉄道部門  

・ 産業機械・鉄道部を産
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開体制を

人事･総務部門 

人事企画業務の強化を図るため、

級以上の人事発令】 

 



【2010年1月1日付 役員級人事発令】
氏　名 新　　職 旧　　職 継　続　職

柏木　剛 執行役員副会長 執行役員副社長待遇
Akebono Brake Corporation Chairman & CEO

荻野　好正 Akebono Brake Corporation Chairman 代表取締役 副社長
CFO

企画･管理管掌

宇津木　聡 生産部門 グローバル再編推進プロジェクト担当 生産部門 国内生産再編プロジェクト担当 専務執行役員
生産部門長

小林　浩治 企画･管理管掌補佐
アジア事業担当

生産部門長補佐
Akebono Brake (Thailand) Co., Ltd.  President

専務執行役員
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

松本　和夫 常務執行役員待遇
Akebono Brake Corporation President & CEO

執行役員待遇
Akebono Brake Corporation Member of the Board

伊東　良平 執行役員待遇
Akebono Brake Corporation EVP

執行役員･常務待遇 Akebono Brake Corporation CIO

若林　亨 執行役員
営業管掌補佐
自動車営業部門長

執行役員待遇
Akebono Brake Corporation Member of the Board

尾高　成也 Akebono Brake Corporation EVP,

Quality Assurance & Purchasing

Akebono Brake Corporation Technical Chief 執行役員待遇

宮嶋　寛二 執行役員待遇
Akebono Brake Corporation EVP, CFO & CAO

執行役員
企画･管理管掌補佐
人事･総務部門長

安藤　昌明 執行役員待遇
Akebono Brake Corporation EVP & OE Sales/AM Sales

執行役員
営業管掌補佐
自動車営業部門長

1　/　2



【2010年1月1日付 部長級人事発令】
氏　名 新　　職 旧　　職 継　続　職

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

吉田　恵一 自動車営業部門 自動車営業2部 部長 自動車営業部門 自動車営業2部 営業1課 課長

近藤　弘吉 自動車営業部門 自動車営業4部 部長 自動車営業部門 自動車営業3部 営業1課 課長

青柳　伸治 兼 自動車営業部門 自動車営業4部 部長 自動車営業部門 部門長補佐
兼 IBEX リーダー

坂本　祐秋 自動車営業部門 営業企画部 主査 自動車営業部門 自動車営業2部 部長

伊能　明彦 産業機械･鉄道部門 産業機械営業部 部長 産業機械･鉄道部門 産業機械･鉄道部 部長

植田　修次 産業機械･鉄道部門 鉄道営業部 部長 産業機械･鉄道部門 産業機械･鉄道部 鉄道営業課 課長

鈴木　信行 産業機械･鉄道部門 エキスパート 産業機械･鉄道部門 部門長補佐

泉原　敏孝 開発部門 企画部 部長 開発部門 実験･解析部 部長補佐

中島　修 開発部門 摩擦材適用部 部長 開発部門 摩擦材適用部 部長補佐

徳村　宏 開発部門 実験･解析部 部長 開発部門 摩擦材適用部 部長

中川　豊 開発部門 実験･解析部 部長 アケボノテック(株) 代表取締役社長

品川　洋一 品質保証部門 品質保証部 部長 品質保証部門 品質保証部 部長補佐

渋谷　愼 品質保証部門 品質監査部 部長 開発部門 ZEROプロジェクト シニアスタッフエンジニア

河原　光祥 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 生産部門 国内生産再編プロジェクト 再編推進室 室長

小嶋　正義 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 生産部門 国内生産再編プロジェクト 設備戦略部 部長

宇木　裕文 生産部門 生産企画部 エキスパート 生産部門 業務部 部長

本多　孝一 兼 生産部門 新基幹システム室 室長 曙ブレーキ岩槻製造(株) 管理部 部長

稲葉　博 アジア事業推進室 室長 生産部門 生産企画部 エキスパート

池上　洋 法務･知的財産部 部長 兼 法務･知的財産部 法務室 室長

大山　富一 企画･管理管掌付エキスパート 法務･知的財産部 部長

小川　浩 人事･総務部門 部門長 開発部門 企画部 部長

前上　亮子 人事･総務部門 人事企画室 室長 人事･総務部門 人事部 エキスパート

篠田　達也 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

曙ブレーキ山陽製造(株) 業務部 部長

高宮　稔 Akebono Brake Corporation Quality Assurance Deputy General Manager 品質保証部門 品質保証部 部長

羽鳥　洋一 PT.Tri Dharma Wisesa Chief Adviser 調達部門 部門長代行

関根　冬樹 Akebono Brake (Thailand) Co., Ltd. President Akebono Brake (Thailand) Co., Ltd. Acting President

高宮　英樹 Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. Sales Director  (部長級) Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. Sales Director  (課長級)
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