
 

 
 
News Release 
 

2019 年 9 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、

2019 年 10 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】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【2019年10月1日付 役員級人事発令】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名

代表取締役 *1 *2

社長
CEO

宮地 康弘

取締役 *1

副社長
COO

執行役員
コーポレート部門長
グローバルデータベース担当

栗波 孝昌

副社長
生産部門長
中亜事業担当

Foundation BU プレジデント 執行役員 岡 慶一

執行役員
CFO
経営管理部門長

草薙 仁

生産部門長 執行役員
曙ブレーキ岩槻製造(株) 代表取締役社長

西村 誠司

調達部門長 調達部門 副部門長　日本調達担当 執行役員
品質保証部門長

田中 潔

コーポレート部門長 コーポレート部門　副部門長
人事・総務・法務担当

執行役員 渡邉 高夫

協力会担当 執行役員
グローバル営業部門長

樫村 剛

*1 第三者割当増資の払込がなされること及び9月27日開催の臨時株主総会の第1号議案乃至第3号議案が原案どおり承認可決されることを取締役就任の前提としております。

*2 取締役就任後の取締役会にて代表取締役に選定される予定です。

※執行役員選任理由：草薙 仁氏はジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社にて投資案件の発掘、投資検討・実行、投資先支援等の豊富な業務経験を有しており、当社の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。
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【2019年10月1日付 部長級人事発令】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名
欧州事業担当 エグゼクティブリーダー

グローバル営業部門　日本営業担当
グローバル営業部門 戦略統括室 担当部長

向野 哲司

補修品事業部門長 補修品 BU プレジデント エグゼクティブリーダー 小池 佐智夫

補修品事業部門 経営企画部長 補修品 BU 経営企画部長 小貫 賢次

補修品事業部門 販売1部長 補修品 BU 販売1部長補佐
補修品 BU 販売1部 海外課長

磯野 秀樹

補修品事業部門 販売2部長代行 補修品 BU 販売2部長代行 コーポレート部門 IBEX リーダー 福岡 正樹

補修品事業部門 販売3部長 補修品 BU 販売2部長補佐 田沼 博

インフラ＆モビリティシステム(AIMS) 事業部門長 インフラ＆モビリティシステム(AIMS) BU プレジデント エグゼクティブリーダー 石田 憲英

インフラ＆モビリティシステム(AIMS) 事業部門 経営企画部長
インフラ＆モビリティシステム(AIMS) 事業部門 インフラ・モビリティ大阪営業部長

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 インフラ・モビリティ大阪営業部長
インフラ＆モビリティシステム(AIMS) BU 特命プロジェクトリーダー

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1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・モビリティ営業1部 産業
機械営業1課長

インフラ＆モビリティシステム(AIMS) BU インフラ・モビリティ営業1部長代行
インフラ＆モビリティシステム(AIMS) BU インフラ・モビリティ営業1部 産業機械営
業1課長

幡和工業(株) 取締役 藤井 貴弘

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・モビリティ営業2部長 宮﨑 聡夫

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・モビリティ開発部長 中島 修

インフラ＆モビリティシステム(AIMS) 事業部門 新規事業・センサー部長 インフラ＆モビリティシステム(AIMS) BU 新規・センサー部長 小林 数洋

開発部門 グローバル開発戦略室長 Friction Material BU 戦略企画室長 三田 忠寛

開発部門 摩擦材適用開発部長代行 Friction Material BU 適用開発部長代行 川島 庸一

開発部門 機構適用開発部長 Foundation BU 適用設計部長 堀江 哲也

開発部門 EPB適用開発部長 Foundation BU EPBプロジェクトリーダー 赤田 浩教

開発部門 EMB開発部長 (株)曙アドバンスドエンジニアリング 代表取締役社長
Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. Managing Director

野手 彰太郎

開発部門 次世代機構開発部長 Foundation BU 新構造ブレーキプロジェクトリーダー 藤原 忠相

開発部門 要素技術開発部長 開発部門 シミュレーション解析部長 泉原 敏孝

(株)曙アドバンスドエンジニアリング 代表取締役社長
Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. Managing Director

開発部門 次世代機構開発部長 戸塚 禎雄

生産部門 生産企画部長代行 Foundation BU 戦略部長代行
Foundation BU 戦略部 技術管理課長

吉田 成孝

生産部門 機構生技部長 Foundation BU 生産技術部長 宇木 裕文
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【2019年10月1日付 部長級人事発令】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名
生産部門 摩擦材生技部長 Friction Material BU 生技部長 茅野 克也

生産部門 HP生技部長 生産部門 生産技術部長 若林 一哉

生産部門 HP製造部長
生産部門 HP製造部 製造課長
生産部門 HP製造部 生産管理課長

Foundation BU HP製造部長
Foundation BU HP製造部 製造課長
Foundation BU HP製造部 生産管理課長

遠藤 義就

生産部門 館林鋳造所長代行
生産部門 館林鋳造所 製造課長

Foundation BU 館林鋳造所長代行
Foundation BU 館林鋳造所 製造課長
Foundation BU 館林鋳造所 APS課長

小野寺 義之

曙ブレーキ岩槻製造(株) 製造部長代行 曙ブレーキ岩槻製造(株) 管理部長代行 佐藤 信幸

曙ブレーキ岩槻製造(株) 品質技術部長
品質保証部門 品質保証部 担当部長

Foundation BU 製品保証部長 森 久

調達部門 調達部長 CFO付
投資管理室長

柄澤 正人

コーポレート部門 環境室長 コーポレート部門 環境部長補佐
コーポレート部門 環境部 1課長

引地 明宏

経営管理部門 情報・PM担当
経営管理部門 情報システム部長
グローバルデータベースプロジェクトリーダー

コーポレート部門 情報担当
コーポレート部門 情報システム部長
コーポレート部門 グローバルデータベースプロジェクトリーダー

エグゼクティブリーダー 佐野 義仁

経営管理部門 経営管理部長
経営管理部門 経理部長
グローバルデータベースプロジェクトメンバー

経理部長
経理部 管理会計課長
コーポレート部門 グローバルデータベースプロジェクトメンバー

荘原 健

経営管理部門 財務部長 財務部長 細野 哲郎

プログラムマネジメント室長 Foundation BU Program Management 部長
Foundation BU Program Management 部 Foundation brake PM課長

森 義幸
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