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曙ブレーキ工業㈱組織改正および人事異動 

 

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 4 月からスタートする新中期経営計画を実現す

るために、2008 年 1 月 1 日付で組織改正を行います。主な内容は以下の通りで

す。 

 

 

【部門別組織改正内容】 

自動車営業部門 

• チーフエンジニア制により、さらなる開発・営業の連携を図り、グローバル

営業体制の強化と確立を推進する。 

 

補修品営業部門 

• 名古屋新オフィス（曙ブレーキ中部オフィス）における人員配置を強化し、

中部地区でのお客様との一層の信頼関係強化を図る。 

• ai-network 活動の強化による地域別個別戦略を推進するため、国内市販営業

を補修品販売 3 部として独立させ、代理店⇒部品商⇒整備工場のフォロー体

制を強化する。 

• 補修品市場全体の動きをタイムリーに把握するため、本社と営業所が一体と

なった組織を構築することで、ブロック毎の目標管理の徹底とスピーディな

意思決定ができる体制とする。 

 

生産部門 

• 生産準備フォローと生産最適化の機能を強化するため、最適生産推進部を新

設する。 

• モノづくりの人財育成を更に推進するためモノづくり道場課を新設するな

ど、モノづくりプロジェクト体制を再編成する。 



• 館林鋳造所を生産部門に置き、事業化を推進する。 

 

生産技術部門 

• 次世代新工法、新技術開発に特化する開発課と、海外を含めた新規製品の立

ち上げ支援、標準化設備展開、拠点生技の技術的支援を行う適応課を新設し、

業務のすみ分けを行う。 

• 表面処理開発課と制御課を新設し、個々の要素技術を向上させることにより

次世代設備の開発リードタイム短縮を図る。 

 

品質保証部門 

• 監査機能に特化した体制に変革するため、ISO/TS 監査室及び品質監査部を

新設する。 

 

企画・管理系 

• 経営企画部門及びコーポレートスタッフ部門は部門制を廃止し、企画・管理

系は機能毎に役員が分担して管掌･担当する。 

• 人事企画グループを人財開発部に改称し、採用及び人財データベースに関す

る業務を現人事労務グループより移管することで、人財の発掘と育成をメイ

ンにした人財マネジメントが同一部内でより戦略的に展開できる体制とす

る。 

• Web 管理室を新設する。 

 

 

なお、今回の組織改正により、グループ会社を含めて、現行の｢グループ・チーム

制｣を｢部・課制｣とする。 

 

【別紙添付:部長級以上の人事発令】 

 

 

お問い合わせ先 

曙ブレーキ工業株式会社 

広報室 新井・細野 

Tel: 03-3668-5183 

Fax:03-5695-7391 



【2008年　1月1日付 役員級人事発令】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

▽ 人事管掌 コーポレートスタッフ部門管掌 代表取締役 副社長
経営諮問会議 議長
生産部門管掌
生産技術部門管掌
品質保証部門管掌
調達部門管掌
(株)APS代表取締役

横尾　俊治

▽ センサー部門管掌
兼 管理・企画系管掌

経営企画部門長
内部監査室管掌

取締役 副社長
CFO

VCETプロジェクト管掌

荻野　好正

▽ 総務・広報・CB推進管掌 取締役 専務執行役員
渉外担当

西垣　順充

▽ 補修品営業部門長 補修品営業部門管掌
グローバル補修品担当
コーポレートスタッフ部門管掌補佐

取締役 専務執行役員 石毛　三知之

▽ 補修品営業部門長補佐 補修品営業部門長 執行役員 宮本　雅弘

▽ 人事・経営企画担当
兼 経営企画室 室長

経営企画部門 経営企画担当
経営企画部門 経営企画グループ グループリーダー

執行役員 宮嶋　寛二

▽ 自動車営業部門 自動車営業1･2･3部担当 自動車営業部門 自動車営業1･2･3グループ担当 執行役員 安藤　昌明

▽ 経営管理 経営企画部門 シニアエキスパート 国友　英昭

▽ VCETプロジェクト シニアエキスパート
Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd.

Engineering Director

根岸　利行

▽ 財務・経理担当
兼 財務部 部長

経営企画部門 財務・経理担当
兼 経営企画部門 財務グループ グループリーダー

顧問 奥村　健

▽ 自動車営業部門長補佐 顧問 伊東　良平

1　/　2



【2008年1月1日付 部長級人事発令】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

▽ 補修品営業部門 補修品販売3部 部長 補修品営業部門 セールスエキスパート 原　留夫

▽ 開発部門 設計管理部 プリンシパルエンジニア 開発部門 適用グループ グループリーダー 中川　豊

▽ 開発部門 適用部 部長 中島　修

▽ 生産部門 企画部 部長 生産部門 生産企画グループ グループリーダー 山元　輝之

▽ 生産部門 最適生産推進部 部長 生産部門 生産企画グループ エキスパート 植田　孝

▽ 生産技術部門 機構生技部 エキスパート 生産技術部門 新技術プロジェクト プロジェクトリーダー 矢野　洋祐

▽ 生産技術部門 工機部 部長 生産技術部門 設計工機グループ グループリーダー 宇木　裕文

▽ 品質保証部門 ISO/TS監査室 室長
兼 品質保証部門 品質監査部 部長

品質保証部門 品質保証1グループ グループリーダー 高宮　稔

▽ 品質保証部門 品質監査部 エキスパート 品質保証部門 品質保証2グループ グループリーダー 木野下　晃一

▽ 品質保証部門 品質保証部 部長 田中　英明

▽ 人事統括
兼 人財開発部 部長

コーポレートスタッフ部門 人事統括
コーポレートスタッフ部門 人事企画グループ グループリーダー

松井　恭士

▽ 人事労務部 部長 コーポレートスタッフ部門 人事労務グループ グループリーダー  (株)曙マネジメントサービス 代表取締役社長 渡邉　高夫

▽ ダイバーシティ推進室 室長 コーポレートスタッフ部門 ダイバーシティ推進室 室長 前上　亮子

▽ 総務部 部長 コーポレートスタッフ部門 総務グループ グループリーダー 福島　雄二

▽ 経営革新プロジェクト プロジェクトリーダー
兼 管理会計・原価管理部 部長

経営企画部門 経営革新プロジェクト プロジェクトリーダー 河原　光祥

▽ 広報室 室長 経営企画部門 広報室 室長 新井　良夫

▽ CB推進室 室長 コーポレートスタッフ部門 CB推進室 室長 柄澤　正人

▽ 経理部 部長 経営企画部門 経理グループ グループリーダー 岡田　拓信

▽ 法務部 部長 経営企画部門 内部統制プロジェクト プロジェクトリーダー 大山　富一

▽ AiMAPSプロジェクト 統括 経営企画部門 AiMAPSプロジェクト 統括 本多　孝一

▽ リスクマネジメント室 室長 経営企画部門 リスクマネジメント室 室長 小倉　晴美

▽ (株)曙ブレーキ中央技術研究所 池上研究室 室長 (株)曙ブレーキ中央技術研究所 研究戦略室 室長 池上　洋

▽ 曙ブレーキ岩槻製造(株) 副社長
兼 曙ブレーキ岩槻製造(株) 管理部 部長

曙ブレーキ岩槻製造(株) 管理グループ グループリーダー 細谷　智

▽ 曙ブレーキ福島製造(株) 製造・管理部 部長 高橋　敏郎

2　/　2


