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4 月 1 日付組織変更ならびに人事異動のお知らせ 

 

 

2016 年 4 月 1 日付で、次の通り組織変更ならびに人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

 

＜組織変更＞ 

コーポレート統括本部関係 

（１）改革推進センターを新設する。 

 

新規事業開発本部関係 

（１）新規事業・プラットフォーム開発センターをＳＶ事業開発センターに名称変更する。 

（２）ＳＶ技術開発センターを新設する。 

 

リコー未来技術研究所関係 

（１）先端技術研究センターを廃止する。 

 

生産本部関係 

（１）生産技術開発センターを新設する。 

（２）グローバルプロダクツ技術センターを廃止し、機能をリコーインダストリー株式会社に移管する。 

（３）グローバル生産革新センターを廃止し、機能をリコーインダストリー株式会社に移管する。 

 

ビジネスソリューションズ事業本部関係 

（１）ビジネス開発センターを廃止する。 

（２）ＰＰ事業戦略センターをＰＰ事業センターに名称変更する。 

（３）ＰＰマーケティングセンターを廃止する。 

 

ＩＪ事業部関係 

（１）ＩＨＴ開発センターをＩＪ開発センターに名称変更する。 
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＜人事異動＞ 

[執行役員人事]  

新職 旧職 継続職 氏名 

▽コーポレート統括本部 改革推進 

センター 所長 

▼取締役 

▼常務執行役員 

▼人事担当 

▼コーポレート統括本部 本部長 

▼新規事業開発本部 本部長 

▼Ricoh Americas Holdings, Inc.

（同社社長） 

大山 晃 

▽生産本部 生産技術開発センター

所長 

▼グループ執行役員 

▼リコーインダストリー株式会社

（同社社長） 

加藤 栄一 

 

 

[理事人事]  

新職 旧職 継続職 氏名 

▽新規事業開発本部 ＳＶ事業開 

センター 所長 

▽新規事業開発本部 ＳＶ技術開 

センター 所長 

□新規事業開発本部 新規事業・プ

ラットフォーム開発センター 所長

▼理事 

▼Ricoh Innovations Corporation

（同社会長） 
大谷 渉 

▽コーポレート統括本部 経営企画 

センター 所長 

▽コーポレート統括本部 改革推進 

センター 副所長 

▼理事 

▼ＣＴ＆Ｐ事業部 事業部長 
川桐 洋一 

▽理事 ▼ビジネスソリューションズ事業本

部 事業統括センター 所長 
徳永 譲二 

▽理事 ▼画像エンジン開発本部  

副本部長 

▼画像エンジン開発本部 プラット

フォーム開発センター 所長 

村上 栄作 

▽理事 ▼ビジネスソリューションズ事業本

部 ＰＰＰ＆Ｄマネジメントセンタ

ー 所長 

佐藤 眞澄 

▽グループ理事 

▽リコーテクノロジーズ株式会社 

（同社社長） 

□理事 

□生産本部 グローバルプロダクツ

技術センター 所長 

遠藤 秀信 

▽グループ理事 戸倉 正 

▽グループ理事 ▼日本販売事業本部付 リコージ

ャパン株式会社 出向 
池田 晴彦 

▽グループ理事 ▼日本販売事業本部付 リコージ

ャパン株式会社 出向 
寺川 健児 

▽グループ理事 

▽コーポレート統括本部付 リコーリー

ス株式会社 出向 

□コーポレート統括本部 経営企画

センター コミュニケーション支援

部 部長 

戸谷 浩二 
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[高度専門職人事]  

新職 旧職 継続職 氏名 

▽リコー未来技術研究所 副所長 □リコー未来技術研究所 先端技術

研究センター 所長 

▼リコー未来技術研究所 技師長 
山口 高司 

▽知的財産本部 審議役 ▼知的財産本部 知的財産開発

センター 所長 
来住 文男 

▽画像システム開発本部 技師長 

▽画像システム開発本部 第三設計

センター 技術開発室 室長 

□画像システム開発本部 第三設

計センター 第一設計室 室長 奈良 亙 

 

 

[関連会社社長人事]  

新職 旧職 継続職 氏名 

▽迫リコー株式会社（同社社長） □リコーインダストリー株式会社 大橋 正典 

▽画像システム開発本部 開発支援

センター 所長 

□リコーテクノロジーズ株式会社 

（同社社長） 
斉藤 穣 

▽Ricoh Components & Products 

(Shenzhen) Ltd.（同社総経理） 

□Ricoh Components & Products 

(Shenzhen) Ltd.（同社副総経理） 
柳橋 陽一 

 

 

[一般人事]  

内部統制室関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽内部統制室 室長 ▼内部統制室 内部監査部 部長 池田 昌義 

 

 

画像エンジン開発本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽画像エンジン開発本部 ＩＪエンジン

開発センター 所長 

□ビジネスソリューションズ事業本部

ＰＰＰ＆Ｄマネジメントセンター 

□画像エンジン開発本部 ＩＪエンジ

ン開発センター 副所長 

太田 善久 

 

 

ビジネスソリューションズ事業本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽ビジネスソリューションズ事業本部 

ＰＰエンジン設計センター 所長 

□ビジネスソリューションズ事業本部

ＰＰエンジン設計センター付 リコ

ーテクノロジーズ株式会社 出向 

村井 達也 

▽ビジネスソリューションズ事業本部 

ＰＰＣＴＬ開発センター 所長 

□ビジネスソリューションズ事業本部 

ＰＰＣＴＬ開発センター 
小池 守幸 
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| リコーグループについて | 

リコーグループは、ドキュメントマネジメントシステム、ITサービス、プロダクションプリントソリューション、デジタル

カメラ、産業用製品・サービスなどを世界約200の国と地域で提供するグローバル企業です（2015年3月期リコー

グループ連結売上は2兆2,319億円）。 

創業以来80年にわたり、高い技術力、際立った顧客サービスの提供と、持続可能社会の実現への積極的な取

り組みを行ってきました。 

想像力の結集で、変革を生み出す。リコーグループは、これからも「imagine. change.」でお客様に新しい価値を

提供していきます。 

より詳しい情報は、こちらをご覧ください。 http://jp.ricoh.com/ 

 
 

 


