
 

 

 

News Release 
 

2013 年 12 月 18 日 
 
 

曙曙曙曙ブレーキブレーキブレーキブレーキ、、、、｢｢｢｢人事異動人事異動人事異動人事異動のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ｣｣｣｣ 

 

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、2014 年 1 月 1 日付、3 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。 
 

 
 
 

【【【【別紙添付別紙添付別紙添付別紙添付:部長級以上部長級以上部長級以上部長級以上のののの人事発令人事発令人事発令人事発令】】】】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【【【【2014年年年年1月月月月1日付 役員級人事発令日付 役員級人事発令日付 役員級人事発令日付 役員級人事発令】】】】
氏 名 新  職 旧  職 継 続 職

荻野 好正 アジア事業担当 北米事業担当 代表取締役 副社長
社長補佐
企画･管理管掌
国内事業担当
Akebono Brake Corporation Chairman
Akebono Europe S.A.S. Chairman

工藤 高 アジア事業担当 取締役 専務執行役員
営業管掌
開発管掌

斉藤 剛 北米事業担当 取締役 専務執行役員

Akebono Brake Corporation President & CEO

安藤 雄次 専務執行役員 常務執行役員 企画･管理管掌補佐(企画･調達担当)
調達部門長

日高 克二 専務執行役員 常務執行役員 生産技術部門長

小野田 誠二 曙光制動器(蘇州)有限公司 董事長
広州曙光制動器有限公司 董事長

常務執行役員
生産部門長
(株)APS 代表取締役

品川 洋一 常務執行役員 執行役員 品質保証部門長

西村 誠司 常務執行役員 執行役員 開発管掌補佐
開発部門長

Jean de Montlaur 常務執行役員 執行役員 欧州事業担当
Akebono Europe S.A.S. CEO
Akebono Europe GmbH Managing Director

藤本 吉彦 常務執行役員
企画･管理管掌補佐(グローバル人事担当)

顧問
企画･管理管掌付(グローバル人事担当)

Peter Schmitz CFT1 プロジェクトマネージャー 欧州事業担当補佐 執行役員

前原 利史 特命プロジェクト担当 特命プロジェクトリーダー 技監

石毛 三知之 顧問
特命事項担当(補修品拡販)

曙ブレーキ産機鉄道部品販売(株) 代表取締役社長
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【【【【2014年年年年1月月月月1日付 部長級人事発令日付 部長級人事発令日付 部長級人事発令日付 部長級人事発令】】】】
氏 名 新  職 旧  職 継 続 職

関口 昭彦 特命プロジェクトリーダー 特命プロジェクトリーダー補佐
将来ブレーキ開発プロジェクトリーダー補佐

山中 啓司 自動車営業部門 部門長付 Akebono Brake Mexico S.A. de C.V. President

三宅 秀郷 自動車営業部門 担当部長 トヨタ自動車(株)

佐藤 弘成 自動車営業部門 業務部長 自動車営業部門 自動車営業1部長

樫村 剛 自動車営業部門 自動車営業2部長 開発部門 部門長補佐
開発部門 TPM 部長

青柳 伸治 自動車営業部門 プログラムマネジメント部長 補修品営業部門 部門長補佐

国見 敬 新規･センサー事業部担当 センサー事業室担当
新規事業部担当

シニアエキスパート

小林 数洋 新規･センサー事業部長 センサー事業室 室長代行

鉄田 敏之 開発部門 部門長補佐 開発部門 部門長付

藤原 忠相 開発部門 テクニカルプログラムマネジメント 部長 Akebono Engineering Center Foundation Brake Engineering,
 Director

中島 修 開発部門 摩擦材適用設計部 部長補佐 Akebono Europe S.A.S. Director

関 克司 開発部門 要素技術プロジェクトリーダー 開発部門 摩擦材適用設計部 部長補佐

宇木 裕文 欧州工場プロジェクトリーダー 生産部門 生産企画部長

横山 守 生産推進部長 生産推進部 担当部長

茅野 克也 生産技術部門 摩擦材生技部長 生産技術部門 摩擦材生技部 部長代行

長崎 正視 調達部門 部門長補佐 調達部門 調達企画部長

渋谷 愼 品質保証部門 品質監査部長 Akebono Brake Corporation Customer Quality Assurance Quality Audit,
 General Manager

高宮 稔 アセアンセンター アジア開発センター Director 開発部門 TPM 部長補佐

森 久 Akebono Brake Mexico S.A. de C.V.
 Vice President, Engineering, QA, Purchasing

品質保証部門 品質監査部長

坂本 祐秋 Akebono Brake Mexico S.A. de C.V.
 Executive Vice President, Administration

メキシコ事業準備室長

尾高 成也 曙ブレーキ中央技術研究所(株) 主幹研究員 開発部門 部門長付 シニアエキスパート

宇野 文久 (株)アロックス 代表取締役社長 (株)アロックス 担当部長

【【【【2014年年年年3月月月月1日付 部長級人事発令日付 部長級人事発令日付 部長級人事発令日付 部長級人事発令】】】】
氏 名 新  職 旧  職 継 続 職

高宮 英樹 原価企画部 担当部長 Akebono Europe S.A.S. Executive Vice President, HP‐Sales Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd. Director
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