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曙ブレーキ、｢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、中期経営計画である｢akebono New Frontier 30｣を実現するために、

2012 年 1 月 1 日付で組織改正を行います。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】 

自動車営業部門 

・ 各海外拠点で遂行する企画の立案、プロジェクトの進捗管理を行うために、｢グ

ローバル企画課｣を新設。 

補修品営業部門 

・ マーケティング機能の充実を図るために、｢マーケティング企画課｣を新設。 

技術系 

・ 次世代ブレーキ開発のために、｢将来ブレーキ開発プロジェクト｣を新設。 

調達部門 

・ グローバル業務強化のために、｢グローバル調達課｣を新設。 

品質保証部門  

・ グローバル展開における現地化推進のために、｢現調推進課｣を新設。 

生産部門 

・ グローバルでの工場設計とインフラ構築の推進を図るために、｢親工場プロジェ

クト｣と｢グローバル工場建設プロジェクト｣を新設。 

生産技術部門 

・ 生産部門から｢生産技術部門｣を独立させ、｢生技開発部｣と｢グローバルモノづくり

推進室｣の 2 部署体制とし、次世代設備および量産設備構築を加速させる。 

企画･管理系 

・ グローバルでの IT 環境整備のために、｢情報サービス部｣を新設。 

 

 

【別紙添付:部長級以上の人事発令】 

 

 



【2012年1月1日付 役員級人事発令】
氏　名 新　　職 旧　　職 継　続　職

荻野 好正 Akebono Europe S.A.S. Chairman 代表取締役副社長
社長補佐
企画･管理管掌
北米事業担当
欧州事業担当
Akebono Brake Corporation Chairman

宇津木 聡 生産技術部門長 取締役
専務執行役員
生産管掌
生産部門長

伊東 良平 執行役員
企画･管理管掌付

執行役員待遇
Akebono Brake Corporation EVP, Purchasing

細谷 智 生産部門 部門長補佐 生産部門 部門長付 執行役員
小野田 誠二 執行役員

生産部門 部門長補佐
(株)APS 代表取締役

執行役員待遇 曙光制動器(蘇州)有限公司 董事長･総経理
広州曙光制動器有限公司 董事長

根岸 利行 Akebono Europe S.A.S. COO (R&D) Akebono Europe S.A.S. CTO (EVP), R&D 執行役員待遇
開発部門 欧州担当
VCETプロジェクト担当
Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. Managing Director

Peter Schmitz 欧州事業 担当補佐 Akebono Brake Europe N.V. CEO

Akebono Europe S.A.S. COO

執行役員待遇

青柳 伸治 兼 自動車営業部門 自動車営業4 部 部長 執行役員
自動車営業部門 部門長補佐
兼 曙ブレーキ山陽製造(株) 取締役

宮本 雅弘 執行役員 シニアエキスパート 補修品営業部門 部門長
山中 啓司 執行役員 顧問 営業管掌補佐

新興国進出準備プロジェクト プロジェクトリーダー
日高 克二 執行役員

生産技術部門 部門長補佐
顧問
生産部門 部門長補佐

生産部門 内外製政策プロジェクト プロジェクトリーダー

品川 洋一 執行役員
品質保証部門 部門長

品質保証部門 品質保証部 部長

高宮 英樹 執行役員待遇
Akebono Europe S.A.S. COO

Akebono Europe S.A.S. VP Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. Sales Director

町 英雄 執行役員
情報システム担当

情報システム推進部 統括 情報サービス部 部長
グローバルC&S戦略(管理系)プロジェクト プロジェクトリーダー

尾高 成也 シニアエキスパート
開発部門 部門長補佐

執行役員待遇
Akebono Brake Corporation EVP,

 Quality Assurance& Assistant to the Chairman (R&D)

金子 正志 館林鋳造所 担当 シニアエキスパート
曙ブレーキ岩槻製造(株) 代表取締役社長
プロジェクトAi 担当

国見 敬 将来ブレーキ開発プロジェクト プロジェクトリーダー
新規事業部担当

開発部門 開発プロジェクト
技術顧問

シニアエキスパート

横尾 俊治 (株)APS取締役会長 (株)APS代表取締役 技監･社長補佐
出嶋 清 顧問 常務執行役員

技術管掌補佐
品質保証部門長

堀口 和也 開発部門 技術顧問 シニアエキスパート
調達部門担当
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【2012年1月1日付 部長級人事発令】
氏　名 新　　職 旧　　職 継　続　職

安西 潔 自動車営業部門 自動車営業2部 部長 補修品営業部門 エキスパート
西村 誠司 開発部門 部門長補佐

兼 開発部門 商品企画部 部長
開発部門 商品企画部 部長

高宮 稔 開発部門 プリンシパルエンジニア 開発部門 Customer Program Management プロジェクトリーダー
関 克司 開発部門 プリンシパルエンジニア 開発部門 摩擦材開発プロジェクト プロジェクトリーダー
徳村 宏 開発部門 適用開発1部 部長 開発部門 Customer Program Management

プロジェクトリーダー
樫村 剛 開発部門 適用開発2部 部長 開発部門 Customer Program Management

プロジェクトリーダー
松本 隆 開発部門 実験解析部 部長 開発部門 適用開発部 部長
関口 昭彦 将来ブレーキ開発プロジェクト プロジェクトリーダー補佐 開発部門 機構開発プロジェクト プロジェクトリーダー
早川　嘉朗 調達部門 調達企画部 部長 調達部門 調達企画部 副部長
若林 一哉 アルミ鋳造プロジェクト  プロジェクトリーダー アルミ鋳造プロジェクト スペシャリスト
後藤 孝 生産技術部門 生技開発部 部長 生産部門 生産技術部 部長 兼 曙ブレーキ産機鉄道部品販売(株) 取締役
野崎 公英 生産技術部門 グローバルモノづくり推進室 室長 生産部門 グローバルモノづくり推進室 室長代行
飯塚 信司 生産技術部門 グローバルモノづくり推進室 エキスパート トヨタ自動車(株)

岡 慶一 経営企画部 部長 調達部門 調達企画部 部長 兼 IBEX リーダー
大久保 智美 新規事業部 部長 新規事業部 1課 課長
細野 哲郎 財務･経理部門 財務部 部長 経営管理部 管理会計課 課長 兼 曙ブレーキ産機鉄道部品販売(株) 監査役
藤本 一穂 新興国進出準備プロジェクト メンバー 曙ブレーキ山陽製造(株) 生産管理部 部長
本多 孝一 兼 曙ブレーキ岩槻製造(株) 製造2部 部長 曙ブレーキ岩槻製造(株) 業務部 部長
小川 直人 兼 曙ブレーキ山陽製造(株) 業務部 部長 曙ブレーキ山陽製造(株) 取締役
見尾 康次 曙ブレーキ山陽製造(株) 管理部 部長 曙ブレーキ山陽製造(株) 品質管理部 部長
北条 博 曙ブレーキ山陽製造(株) 製造部 部長 曙ブレーキ山陽製造(株) 製造1部 部長
高橋 朗 曙ブレーキ山陽製造(株) 生産技術部 部長 曙ブレーキ山陽製造(株) 生産技術部 エキスパート
阿部 裕英 曙ブレーキ山陽製造(株) 生産技術部 副部長 曙ブレーキ山陽製造(株) 製造1部 エキスパート
宮崎 聡夫 曙ブレーキ産機鉄道部品販売(株) 鉄道営業部 部長 開発部門 適用開発部 産機鉄道適用開発課 課長
吉田 恵一 曙ブレーキ産機鉄道部品販売(株) エキスパート 自動車営業部門 自動車営業2部 部長
小嶋 正義 Akebono Brake Corporation VP, Process Engineering Akebono Brake Corporation Assistant Head

三木 恭一 Akebono Brake Corporation

Assistant to the President (ABCT)

曙ブレーキ工業(株) 企画･管理管掌 役員付

羽鳥 洋一 Akebono Brake Corporation VP, Purchasing PT.Akebono Brake Astra Indonesia Chief Advisor

柄澤 正人 PT. Akebono Brake Astra Indonesia Chief Corporate Planning 経営企画部 部長
近藤 弘吉 PT. Akebono Brake Astra Indonesia Chief Sales 自動車営業部門 自動車営業4部 部長
増子 真二郎 Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. Principal Engineer VCETプロジェクト　スペシャリスト
川上 和彦 Akebono Brake (Thailand) Co., Ltd. Vice President Akebono Brake (Thailand) Co., Ltd. General Manager
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