
 

 

 

News Release 
 

2022 年 3 月 18 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：宮地康弘 本店：東京都中央区 本社：埼玉県羽生市）は、

2022 年 4 月 1 日付人事異動について、以下のとおりお知らせいたします。 
 

 
 
 

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



【2022年4月1日付 役員級人事発令】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名
自動車営業部門 部門長 グローバル営業部門 部門長 執行役員

中国事業担当
安藤 昌明

調達部門 部門長 執行役員
品質保証担当

田中 潔

サステナビリティ推進部門 部門長 内部監査担当
総務、法務・知的財産、安全・BCM、環境、サステナビリティ推進担当

執行役員
内部統制担当

渡邉 高夫

人事・情報部門 部門長
人事・情報部門 コーポレート・コミュニケーション室 室長

人事、情報、コーポレート・コミュニケーション担当
コーポレート・コミュニケーション室 室長

執行役員
(株)アケボノキッズケア 代表取締役

前上 亮子

経営管理部門 部門長 経営管理担当 執行役員
CFO

宇佐美 健史

エグゼクティブアドバイザー 執行役員
経営企画担当

前田 惠造

※前田 惠造⽒は執⾏役員を退任し、今後はエグゼクティブアドバイザーとして、事業管理を担当します。
※現執行役員の樫村 剛⽒、安達 亮⼀⽒は⼀⾝上の都合により2022年3⽉31⽇をもって退職となります。
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【2022年4月1日付 部長級人事発令】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名
経営企画部 担当 グローバル営業部門 副部門長

グローバル営業部門 戦略統括室 室長
経営企画部 担当部長

エグゼクティブリーダー 吉田 恵一

経営企画部 部長 経営企画部 担当部長
経営企画部 グローバル事業企画課 課長

柄澤 正人

サステナビリティ推進部門 サステナビリティ推進室 室長 サステナビリティ推進室 室長
経営企画部 担当部長

荒川 哲丸

サステナビリティ推進部門 総務部 部長 総務部 部長 渡辺 実

サステナビリティ推進部門 法務・知的財産部 部長 法務・知的財産部 部長 赤木 聡亮

サステナビリティ推進部門 安全・BCM推進室 室長 安全・BCM推進室 室長 佐藤 弘成

サステナビリティ推進部門 環境室 室長 環境室 室長 引地 明宏

人事・情報部門 副部門長
人事・情報部門 人事戦略室 室長

開発部門 副部門長
開発部門 開発企画部 部長

エグゼクティブリーダー 上野 敦

人事・情報部門 人事部 部長 調達部門 調達企画部 部長 今泉 達哉

人事・情報部門 情報システム部 部長 情報システム部 部長 長谷部 光司

品質保証部門 部門長
品質保証部門 品質推進部 部長

品質保証副担当
品質推進部 部長

エグゼクティブリーダー 渋谷 愼

品質保証部門 品質保証部 部長 品質保証部 部長 松本 健

経営管理部門 事業管理部 部長 経営管理部 部長 荘原 健

経営管理部門 経理部 部長 経理部 部長代行 小野崎 正史

経営管理部門 財務部 部長 財務部 部長 細野 哲郎

経営管理部門 プログラムマネジメント部 部長 プログラムマネジメント部 部長 エグゼクティブリーダー 森 義幸

自動車営業部門 営業統括部 部長 経営企画部 部長 安西 潔

自動車営業部門 営業1部 部長代行
自動車営業部門 営業1部 1課 課長

グローバル営業部門 営業1部 1課 課長 金谷 幸治

自動車営業部門 営業2部 部長 グローバル営業部門 営業2部 部長
グローバル営業部門 戦略統括室 担当部長

宇野 裕之

自動車営業部門 営業3部 部長
自動車営業部門 営業3部 1課 課長

グローバル営業部門 営業3部 部長
グローバル営業部門 戦略統括室 担当部長

原田 諭

補修品事業部門 副部門長 補修品事業部門 担当部長
補修品事業部門 戦略推進部 部長
グローバル営業部門 戦略統括室 担当部長

森澤 知範
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新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名
補修品事業部門 経営企画部 部長代行 補修品事業部門 経営企画部 経営企画課 担当課長 今成 祐人

補修品事業部門 戦略推進部 部長 補修品事業部門 戦略推進部 担当部長 渡辺 隆幸

インフラ＆モビリティシステム(AIMS)事業部門 インフラ・モビリティ営業1部
部長

インフラ＆モビリティシステム(AIMS)事業部門 インフラ・モビリティ営業1部
担当部長
グローバル営業部門 戦略統括室 担当部長

インフラ＆モビリティシステム(AIMS)事業部門 担当部長
インフラ＆モビリティシステム(AIMS)事業部門 経営企画部 事業
戦略課 課長

竹下 秀和

インフラ＆モビリティシステム(AIMS)事業部門 インフラ・モビリティ営業2部
部長代行

インフラ＆モビリティシステム(AIMS)事業部門 インフラ・モビリティ開発部
1課 スタッフエンジニア

針貝 嘉一

インフラ＆モビリティシステム(AIMS)事業部門 センサー製造部 部長 インフラ＆モビリティシステム(AIMS)事業部門 インフラ・モビリティ開発部
担当部長

インフラ＆モビリティシステム(AIMS)事業部門 インフラ・モビリティ
開発部 2課 課長

中村 裕昭

開発部門 副部門長
開発部門 開発企画部 部長

開発部門 開発企画部 担当部長
経営企画部 担当部長

新堀 浩史

開発部門 CAE解析部 部長 開発部門 先行機構開発部 担当部長
開発部門 先行機構開発部 機構・制御課 課長

野口 哲弥

調達部門 調達企画部 部長 補修品事業部門 経営企画部 部長 小貫 賢次

曙ブレーキ岩槻製造(株) HP製造部 部長代行
曙ブレーキ岩槻製造(株) HP製造部 製造課 課長

生産部門 HP製造部 部長代行
生産部門 HP製造部 製造課 課長

遠井 好則
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