
 

 
 
News Release 
 

2012 年 6 月 15 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、2012 年 6 月 20 日付、7 月 1 日付で人事異動を行いますので、以下の通りお知らせ致します。 
 

 
 
 

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



【6月20日付 役員級人事発令】

氏　名 新　　職 旧　　職 継　続　職
宮嶋 寛二 常務執行役員 常務執行役員待遇 Akebono Brake Corporation President & CEO

安藤 昌明 執行役員 執行役員待遇 Akebono Brake Corporation EVP

高橋 正基 執行役員 執行役員待遇 PT. Akebono Brake Astra Indonesia President

根岸 利行 執行役員 執行役員待遇 開発部門 欧州担当
VCETプロジェクト担当
Akebono Europe S.A.S. COO (R&D)

Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. Managing Director

Peter Schmitz 執行役員 執行役員待遇 欧州事業担当補佐

高宮 英樹 執行役員 執行役員待遇 Akebono Europe S.A.S. COO
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【7月1日付 役員級人事発令】

氏　名 新　　職 旧　　職 継　続　職
工藤 高 営業管掌 技術管掌

開発部門長
北米事業担当補佐
欧州事業担当補佐

取締役 専務執行役員

斉藤 剛 開発管掌
品質保証管掌
開発部門長

営業管掌 取締役 専務執行役員
アジア事業管掌

宇津木 聡 特命事項担当 (グローバル最適生産拠点) 生産管掌 取締役 専務執行役員

奥村 健 アジア事業 担当補佐 取締役 専務執行役員
CFO

企画･管理管掌補佐
財務･経理部門長

小林 浩治 特命事項担当 (海外事業改善) 生産管掌補佐
特命事項担当

専務執行役員
アジア事業担当

松本 和夫 兼 Akebono Europe S.A.S CEO 常務執行役員
生産企画部門長

高橋 正基 常務執行役員 執行役員 PT. Akebono Brake Astra Indonesia President

小野田 誠二 常務執行役員 執行役員 製造部門長
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
(株)APS 代表取締役

安藤 雄次 常務執行役員 執行役員
技術管掌補佐

調達部門長

日高 克二 常務執行役員 執行役員 生産技術部門長

若林 亨 営業管掌補佐 執行役員
自動車営業部門長

根岸 利行 開発部門長補佐 欧州担当 開発部門 欧州担当 執行役員
VCETプロジェクト担当
Akebono Europe S.A.S. COO (R&D)

Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. Managing Director

青柳 伸治 商用車･二輪担当 執行役員
自動車営業部門長補佐

尾高 成也 開発部門長付 開発部門長補佐 シニアエキスパート

西山 和男 技術管掌補佐 シニアエキスパート
開発部門長補佐

【7月1日付 部長級人事発令】

氏　名 新　　職 旧　　職 継　続　職
星埜 通夫 特命事項担当(ものづくり) 生産管掌補佐 モノづくりセンター 担当

佐藤 弘成 営業 管掌付 生産企画部門 需給コントロールSCMプロジェクト プロジェクトリーダー

濱田 朋一 営業 管掌付 欧州事業改革プロジェクト プロジェクトリーダー

小杉 健太郎 営業 管掌付 自動車営業部門 部門長付

江口 恵 センサー事業室 室長 センサー事業室 室長補佐 センサー事業室 営業課 課長

伊藤 芳朗 経営企画部 エキスパート 経営企画部 部長補佐

喜多村 英行 Akebono Europe S.A.S. Director Akebono Europe S.A.S. CFO, Vice President AkebonoAdvanced Engineering (UK) Ltd. Director

川上 和彦 兼 アセアンセンター 営業部長 Akebono Brake (Thailand) Co.,Ltd. Vice President

中尾 公也 Akebono Europe S.A.S. CFO,  Executive Vice President 海外事業管理部 部長

田中 直人 Akebono Europe S.A.S. Sales Director センサー事業室 室長

羽鳥　洋一 調達部門 エキスパート Akebono Brake Corporation Vice President, Purchasing
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