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2017年 4月 1日付組織変更ならびに人事異動のお知らせ 
 

 

2017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＞ 

 

[組織の新設]  

 

社長直轄組織関係 

（１）ＣＥＯ室 

（２）未来創造センター 

（３）総合営業推進部 

 

ビジネスサポート本部関係 

（１）経理統括センター 

（２）人事総務統括センター 

 

研究開発本部関係 

（１）研究企画センター 

（２）画像応用開発センター 

（３）情報基盤開発センター 

（４）材料技術開発センター 

 

オフィスプリンティング事業本部関係 

（１）事業統括センター 

（２）商品戦略センター 

（３）米州マーケティングセンター 

 

オフィスプリンティング開発本部関係 

（１）開発マネジメントセンター 

（２）ＭＳ開発センター 

（３）ＣＡ開発センター 

（４）ＨＳ開発センター 

（５）ＩＤ開発センター 

（６）ＥＳ開発センター 

（７）ＥＰ開発センター 
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オフィスサービス事業本部関係 

（１）事業統括センター 

（２）ＩＳセンター 

（３）商品戦略センター 

 

オフィスサービス開発本部関係 

（１）開発戦略センター 

（２）SDCアメリカ開発室 

（３）ＥＴＣ 

（４）SDC日本開発センター 

（５）ＳＩ開発センター 

（６）ＲＩＳ開発センター 

（７）ＣＳ開発センター 

 

ＣＩＰ事業本部関係 

（１）ＣＰ事業センター 

（２）ＩＰ事業センター 

（３）米州マーケティングセンター 

 

ＣＩＰ開発本部関係 

（１）第一ＣＰ開発センター 

（２）第二ＣＰ開発センター 

（３）ＩＰ開発センター 

（４）ＣＴＬ開発センター 

（５）ＰＳＳＷ開発センター 

（６）機能材料開発センター 

（７）ＩＨ開発センター 

 

ＩＭＳ事業本部関係 

（１）レーザーソリューションビジネスセンター 

（２）サーマルメディアビジネスセンター 

 

産業プロダクツ事業本部関係 

（１）マーケティングセンター 

 

Smart Vision事業本部関係 

（１）製品開発センター 

（２）ＤＳ事業センター 

（３）営業・マーケティングセンター 

（４）事業統括センター 

 

事業開発本部関係 

（１）ＨＣ事業センター 

（２）ＡＭ事業センター 

（３）ＥＳ事業センター 
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[組織の名称変更]  

 

ＣＴ＆Ｐ本部関係 

（１）事業統括センターをＣＴ＆Ｐ統括センターに名称変更する。 

 

 

[組織の廃止]  

 

コーポレート統括本部関係 

（１）改革推進センター 

（２）経理統括センター 

（３）人事総務統括センター 

（４）ビジネスプロセス革新センター 

 

新規事業開発本部関係 

（１）ＳＢＩセンター 

（２）ヘルスケア事業センター 

（３）新規事業推進センター 

（４）ＳＶ事業開発センター 

（５）ＳＶ技術開発センター 

 

画像システム開発本部関係 

（１）開発マネジメントセンター 

（２）第二設計センター 

（３）第三設計センター 

 

画像エンジン開発本部関係 

（１）プラットフォーム開発センター 

（２）モジュール開発センター 

（３）機能材料開発センター 

（４）ＩＣＴ開発センター 

（５）デジタルエンジニアリングセンター 

（６）ＩＪエンジン開発センター 

 

IW開発本部関係 

（１）ＡＰ開発センター 

（２）ＣＤ開発センター 

（３）ＧＢ開発センター 

（４）ＩＴ開発センター 

 

ビジネスソリューションズ事業本部 

（１）事業統括センター 

（２）画像システム事業センター 

（３）アニュイティビジネスセンター 

（４）サービス事業センター 

（５）新興国事業センター 

（６）ＰＰ事業センター 

（７）ＰＰＰＳＳＷ開発センター 
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（８）ＰＰＵＳマーケティングセンター 

（９）ＰＰＰ＆Ｄマネジメントセンター 

（１０）ＰＰエンジン設計センター 

（１１）ＰＰＨＷ設計センター 

（１２）ＰＰＣＴＬ開発センター 

（１３）ＶＣ事業センター 

（１４）ＶＣ設計センター 

 

ＩＪ事業部関連 

（１）ＩＪ開発センター 

（２）産業ＩＪシステム事業センター 

 

IMS事業部関連 

（１）グローバルビジネスセンター 

（２）ジャパンビジネスセンター 

 

 

＜人事異動＞ 

 

[執行役員人事]  

新職 旧職 継続職 氏名 

▽オフィスサービス事業本部 

事業統括センター 所長 

 ▼常務執行役員 

 
野中 秀嗣 

▽事業開発本部 

ＡＭ事業センター 所長 

 ▼執行役員 
中村 昌弘 

▽市場開発センター 所長  ▼執行役員 

▼輸出入管理責任者 

▼サステナビリティ推進本部 本部

長 

▼通商・輸出入管理室 室長 

加藤 茂夫 

▽コーポレート統括本部 副本部長 

▽ビジネスサポート本部 

経理統括センター 所長 

 ▼執行役員 

▼財務担当 

 

山中 行彦 

▽研究開発本部 リコー未来技術研

究所 研究企画センター  所長 

 ▼執行役員 

▼研究開発本部 

リコー未来技術研究所 所長 

源間 信弘 

▽オフィスサービス開発本部 

開発戦略センター 所長 

 ▼執行役員 
野水 泰之 
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[理事人事]  

新職 旧職 継続職 氏名 

▽オフィスサービス事業本部 

商品戦略センター 所長  

□ビジネスソリューションズ事業

本部 ＶＣ事業センター 所長 

▼理事 
百武 彰吾 

▽ＣＩＰ事業本部 

ＩＰ事業センター 所長 

 ▼理事 
森田 哲也 

▽事業開発本部 

ＨＣ事業センター 所長 

 ▼理事 
村上 清治 

▽理事 

▽市場開発センター 

マーケティング推進部 部長 

□グループ理事 

□リコージャパン株式会社 

（同社常務執行役員）  

 

宮下 佳之 

▽研究開発本部 ＡＰＴ研究所 理事

技師長 

▽研究開発本部 ＡＰＴ研究所 材料

技術開発センター 所長 

□画像エンジン開発本部 

理事技師長 

 

江間 秀利 

▽ビジネスサポート本部 

人事総務統括センター 所長 

□コーポレート統括本部 

人事総務統括センター 所長 

▼理事 

▼企業スポーツ推進センター 

所長 

藤本 恭一郎 

▽理事 

▽オフィスプリンティング事業本部 

事業統括センター 所長 

□グループ理事 

□リコージャパン株式会社 

（同社取締役常務執行役員）  

 

池田 晴彦 

▽理事 

▽総合営業推進部 部長 

□グループ理事 

□リコージャパン株式会社 

（同社常務執行役員）  

 

寺川 健児 

▽オフィスプリンティング開発本部 

ＥＰ開発センター 所長 

 ▼理事 
村上 栄作 

▽ＣＩＰ事業本部 

米州マーケティングセンター 所長 

▽ＣＩＰ開発本部 

ＰＳＳＷ開発センター 所長 

□ビジネスソリューションズ事業

本部 ＰＰＰＳＳＷ開発センタ

ー 所長 

□ビジネスソリューションズ事業

本部 ＰＰＵＳマーケティング

センター 所長 

▼グループ理事 

Jeff Paterra 

（ジェフ パテラ） 

 

 

[理事人事（新任）]  

新職 旧職 継続職 氏名 

▽理事  ▼Ricoh Components & Products 

(Shenzhen) Ltd.（（同社社長） 
柳橋 陽一 

▽理事 

▽オフィスプリンティング開発本部 

開発マネジメントセンター 所長 

  

斉藤 穣 

▽理事 

▽グローバル購買本部 副本部長 

  
平原 英治 

▽グループ理事 

▽オフィスプリンティング事業本部 

米州マーケティングセンター 所長 

□Ricoh Latin America, Inc.  Peter Stuart 

（ピーター 

 スチュアート） 
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[高度専門職人事]  

新職 旧職 継続職 氏名 

▽オフィスプリンティング開発本部 技

師長 

□画像システム開発本部 技師長 ▼生産本部 生産技術開発セン

ター 技師長 
伊藤 憲文 

▽オフィスプリンティング開発本部 技

師長 

□画像エンジン開発本部 技師長 

□画像エンジン開発本部 モジュー

ル開発センター 所長 

 

安田 博 

▽研究開発本部 ＡＰＴ研究所 技師

長 

□画像エンジン開発本部 技師長 

□画像エンジン開発本部 ＩＣＴ開発

センター 所長 

 

三矢 輝章 

▽ＣＩＰ開発本部 技師長 □画像エンジン開発本部 技師長  永井 希世文 

▽オフィスプリンティング開発本部 技

師長 

▽オフィスプリンティング開発本部 Ｅ

Ｓ開発センター 所長 

□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 所長 

 

佐藤 敬 

▽研究開発本部 リコーICT研究所 

技師長 

▽研究開発本部 ＡＰＴ研究所 技師

長 

□新規事業開発本部 技師長 

□画像エンジン開発本部 技師長 

 

佐藤 敏明 

▽ＣＩＰ開発本部 技師長 □画像システム開発本部 技師長  奈良 亙 

▽ＣＩＰ開発本部 技師長 

▽ＣＩＰ開発本部 第二ＣＰ開発センタ

ー 所長 

□画像エンジン開発本部 ＩＪエンジ

ン開発センター 所長  

 

太田 善久 

▽研究開発本部 リコー未来技術研究

所 技師長 

□ＩＷ開発本部 ＩＴ開発センター 

第二開発室 室長 

 
山浦 慎一 

▽ＣＩＰ開発本部 審議役 □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 

 
村井 達也 

 

 

[社員人事]   

品質技術本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽品質技術本部 ＱＡセンター 所長 □品質本部 ＱＡセンター 副所

長 

 
石垣 好司 

 

未来創造センター関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽未来創造センター 所長  ▼研究開発本部 リコーＩＣＴ研究所 

フォトニクス研究センター 所長 
中村 孝一郎 

 

研究開発本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽研究開発本部 ＡＰＴ研究所 画像

応用開発センター 所長 

□画像エンジン開発本部 ＩＣＴ

開発センター ＯＭ開発室 

室長 

 

林 善紀 

▽研究開発本部 ＡＰＴ研究所 情報

基盤開発センター 所長 

□画像エンジン開発本部 デジ

タルエンジニアリングセンター 

所長 

 

広川 雅士 
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オフィスプリンティング事業本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽オフィスプリンティング事業本部 商

品戦略センター 所長 

□ビジネスソリューションズ事業

本部 アニュイティビジネスセン

ター 所長 

 

高井 直也 

 

オフィスプリンティング開発本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽オフィスプリンティング開発本部  

ＭＳ開発センター 所長 

□画像システム開発本部 第二

設計センター 所長 

 
安井 元一 

▽オフィスプリンティング開発本部 Ｃ

A開発センター 所長 

□ＩＷ開発本部 ＡＰ開発センタ

ー 所長 

 
土居 淳 

▽オフィスプリンティング開発本部 Ｈ

Ｓ開発センター 所長 

□ＩＷ開発本部 ＣＤ開発センタ

ー 所長 

 
佐藤 訓之 

▽オフィスプリンティング開発本部 ＩＤ

開発センター 所長 

□ＩＷ開発本部 ＩＴ開発センター 

所長 

 
芝木 弘幸 

 

オフィスサービス事業本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽オフィスサービス事業本部 ＩＳセン

ター 所長 

□ビジネスソリューションズ事業

本部 画像システム事業セン

ター 所長 

 

今野 隆哉 

 

オフィスサービス開発本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽オフィスサービス開発本部 

ＳＤＣアメリカ開発室 室長 

□ＩＷ開発本部 ＳＤＣアメリカ開

発室 室長 

 
渡辺 敦 

▽オフィスサービス開発本部 

ＥＴＣ 所長 

□ＩＷ開発本部 ＳＤＣヨーロッパ

開発室 室長 

 
小林 一則 

▽オフィスサービス開発本部 

ＳＤＣ日本開発センター 室長 

□リコージャパン株式会社 

出向 

 
平岡 昭夫 

▽オフィスサービス開発本部 

ＳＩ開発センター 所長 

□ＩＷ開発本部 ＡＰ開発センタ

ー 第二開発室 室長 

 
今井 達也 

▽オフィスサービス開発本部 

ＲＩＳ開発センター 所長 

□ＩＷ開発本部 ＧＢ開発センタ

ー 所長 

 
清水 智人 

▽オフィスサービス開発本部 

ＣＳ開発センター 所長 

□ビジネスソリューションズ事業

本  ＶＣ設計センター 所長 

 
平松 正己 

 

ＣＩＰ事業本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽ＣＩＰ事業本部 ＣＰ事業センター 

所長 

□ビジネスソリューションズ事業

本部 ＰＰ事業センター 所長 

 
高橋 哲郎 

 

ＣＩＰ開発本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽ＣＩＰ開発本部 第一ＣＰ開発センタ

ー 所長 

□ビジネスソリューションズ事業

本部 ＰＰＨＷ設計センター 

所長 

 

荻島 則明 

▽ＣＩＰ開発本部 ＩＰ開発センター 所

長 

□ＩＪ事業部 ＩＪ開発センター 所

長 

 
近者 将国 
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▽ＣＩＰ開発本部 ＣＴＬ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 

所長 

 

小池 守幸 

▽ＣＩＰ開発本部 機能材料開発セン

ター 所長 

□画像エンジン開発本部 機能

材料開発センター 副所長 

 
鈴木 政則 

▽ＣＩＰ開発本部 ＩＨ開発センター 

所長 

□ＩＪ事業部 ＩＪ開発センター 副

所長 

 
飛田 悟 

 

ＩＭＳ事業本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽ＩＭＳ事業本部 レーザーソリューシ

ョンビジネスセンター 所長 

□ＩＭＳ事業部 グローバルビジ

ネスセンター 事業戦略室 

室長 

 

鵜山 欣也 

▽ＩＭＳ事業本部 サーマルメディアビ

ジネスセンター 所長 

□ＩＭＳ事業部 ジャパンビジネ

スセンター 所長 

 
塩川 恵一 

 

 

産業プロダクツ事業本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽産業プロダクツ事業本部 マーケテ

ィングセンター 所長 

□リコージャパン株式会社 

出向 

 
菅沼 一男 

 

Smart Vision事業本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽Smart Vision事業本部 

製品開発センター 所長 

□新規事業開発本部 ＳＶ技術

開発センター デバイス開発

室 副室長 

 

小迫 幸聖 

▽Smart Vision事業本部 

ＤＳ事業センター 所長 

□新規事業開発本部 ＳＶ技術

開発センター 副所長 

 
浅井 貴浩 

▽Smart Vision事業本部 

営業・マーケティングセンター 所長 

  
髙橋 忍 

▽Smart Vision事業本部 

事業統括センター 所長 

□リコーイメージング株式会社 

出向 

 
藤木 仁 

 

事業開発本部関連 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽事業開発本部 ＥＳ事業センター 

所長 

□ビジネスソリューションズ事業

本部  リコー環境事業開発セ

ンター 所長 

 

出口 裕一 

 

生産本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽生産本部 生産品質保証センター 

所長 

□生産本部 サービスパーツセ

ンター 所長 

 
桒原 健二 

▽生産本部 サービスパーツセンター 

所長 

□生産本部 サービスパーツセ

ンター 国内改革室 室長 

 
桂本 保幸 
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ＣＴ＆Ｐ本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽ＣＴ＆Ｐ本部 生産センター 所長 □ＣＴ＆Ｐ事業部 生産センター 

副所長 

 
川口 洋介 

 

 

 

 

 

 

 

| 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、ビジュア

ルコミュニケーションシステム、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（2016年3月期リコーグループ連結売上は2兆2,090億円）。 

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/ 

 

 


