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【【【【2015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】】】】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名
北米事業担当 アジア事業担当 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

荻野 好正

北米事業担当 取締役　専務執行役員
Akebono Brake Corporation  President & CEO

斉藤 剛

管理担当 企画・管理管掌補佐(管理担当) 取締役　専務執行役員
CFO

宮嶋 寛二

企画・調達担当
欧州事業担当

企画・管理管掌補佐(企画・調達担当)
調達部門長
広報担当
原価企画部長

専務執行役員 安藤 雄次

APS担当 専務執行役員
生産管掌
生産部門長
生産技術部門長

日高 克二

補修品営業部門長 企画・管理管掌補佐 常務執行役員 高橋 正基

法務・総務担当 総務担当 常務執行役員
協力会担当

宮本 雅弘

将来ブレーキ事業室担当 常務執行役員
品質保証部門長

品川 洋一

開発管掌補佐 常務執行役員
開発部門長

西村 誠司

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

Jean de
Montlaur

グローバル人事担当 企画・管理管掌補佐(グローバル人事担当) 常務執行役員
コンプライアンス担当

藤本 吉彦

HE/HP開発部門長 開発管掌補佐（AAE、VSET担当） 常務執行役員
Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd.   Managing Director

根岸 利行

原価企画室長 Akebono Brake Corporation  EVP 執行役員 安藤 昌明

APS部長 生産部門長補佐 執行役員 細谷 智

プロジェクトマネージャー CFT1 プロジェクトマネージャー 執行役員 Peter Schmitz

アジア事業総括 執行役員
自動車営業部門長

濱田 朋一

執行役員 自動車営業部門長補佐
自動車営業部門 企画・業務部長

田中 潔

顧問・社長補佐 顧問 曙ブレーキ産機鉄道部品販売(株)
代表取締役社長
特命事項担当(補修品拡販)

石毛 三知之
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【【【【2015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】】】】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名
自動車営業部門 自動車営業1部長 開発部門 テクニカルプログラムマネジメント 部長 藤原 忠相

自動車営業部門 自動車営業2部長 自動車営業部門 自動車営業3部長 近藤 弘吉

自動車営業部門 自動車営業3部長 自動車営業部門 自動車営業2部長
自動車営業部門 自動車営業2部 CFTプロジェクト2
プロジェクトリーダー

樫村 剛

自動車営業部門 自動車営業4部長 自動車営業部門 企画・業務部 担当部長 青柳 伸治

自動車営業部門 グローバル営業部長 Akebono Europe S.A.S.  Sales Director 田中 直人

開発部門 グローバル開発体制構築プロジェクトリーダー 開発部門 商品企画部長 三田 忠寛

開発部門 NVH開発部長 開発部門 担当部長 泉原 敏孝

開発部門 機構開発部長 特命プロジェクトリーダー 関口 昭彦

開発部門 摩擦材開発部長 開発部門 摩擦材適用設計部 部長補佐 中島 修

開発部門 要素技術開発部長 開発部門 要素技術プロジェクトリーダー 関 克司

HE/HP開発部門 VSET1部長 開発部門 VSET担当補佐 シニアエキスパート 西川 裕

HE/HP開発部門 VSET2部長 CFTプロジェクト プロジェクト4リーダー 新堀 浩史

モノづくりセンター長 生産部門モノづくりセンター担当 特命事項担当 星埜 通夫

APS推進室長 生産部門 APS推進室長 (株)APS 取締役社長 金子 正志

生産部門 グローバル生産企画部長 広州曙光制動器有限公司 総経理
広州曙光制動器有限公司 董事長
曙光制動器(蘇州)有限公司 董事

瀬古 和彦

生産部門 安全推進室長 生産部門 担当部長 北條 博

生産部門 不採算プログラム改善室長 生産部門 CATI推進室長 矢野 洋祐

生産技術部門 鋳造生技部長 生産技術部門 アルミ鋳造プロジェクトリーダー 若林 一哉

調達部門長代行 調達部門長補佐
調達部門 調達企画部長

長崎 正視
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【【【【2015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】】】】

新　　職 旧　　職 継　続　職 氏　名
国際物流部長 ロジスティックス改革推進室長 (株)アロックス 取締役 村上 浩

A&M準備室長 生産部門 館林鋳造所長 鈴木 健治

プロジェクトマネジメント室長 営業管掌補佐
CFTプロジェクト プロジェクト4 プロジェクトリーダー補佐

小杉 健太郎

法務・総務部長 法務・知的財産部長 人事部 担当部長 渡邉 高夫

情報システム部長 情報システム部 担当部長 佐野 義仁

広州曙光制動器有限公司 総経理
広州曙光制動器有限公司 董事長
曙光制動器(蘇州)有限公司 董事

広州曙光制動器有限公司 部長 村田 幸雄

曙ブレーキ岩槻製造(株) 代表取締役社長 曙ブレーキ山陽製造(株) 代表取締役社長 黒羽 七郎

曙ブレーキ山陽製造(株) 代表取締役社長 曙ブレーキ岩槻製造(株) 代表取締役社長
生産部門 館林鋳造所 担当

河原 光祥

曙ブレーキ岩槻製造(株) HP生産推進室長 生産部門 生産推進部 HP/HE 生産準備室長 関根 冬樹

あけぼのFRESHセンター長 総務部長 福島 雄二

Akebono Brake Corporation  Executive Advisor OE Sales 将来ブレーキ事業室 担当部長 安西 潔

Akebono Brake Corporation  Executive Advisor R&D 開発部門 実験解析部長 松本 隆

Akebono Brake Slovakia s.r.o.  Senior Consulting Manager 生産部門 欧州工場プロジェクトリーダー 宇木 裕文

Akebono Europe GmbH  Principal Engineer Akebono Advanced Engineering (UK) Ltd.  Principal Engineer 増子 真二郎

開発部門 電動ブレーキ開発部長 開発部門 電動ブレーキ開発部長代行 赤田 浩教

曙ブレーキ岩槻製造(株) 管理部長 曙ブレーキ岩槻製造(株) 業務部長代行 中田 昭宏

財務部長 財務部長代行 齋藤 潤一
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