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News Release 
 

 

2019年3月12日 

 

 

2019 年 4 月 1 日付組織変更ならびに人事異動のお知らせ 
 

 

2019 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＞ 

 

社長直轄組織関係 

（１） 市場開発センターを廃止し、デジタルビジネス事業本部へ移管する。 

（２） 環境・エネルギー事業センターを新設し、事業開発本部 ＥＳ事業センターを移管する。 

（３） 内部統制室を内部監査室とリスクマネジメント室に分割し、それぞれを第三階層組織とする。 

 

取締役会室関係 

（１） 取締役会室を第二階層組織とする。 

 

品質技術本部関係 

（１）安全・環境センターを新設する。 

 

イノベーション本部関係 

（１）リコーＩＣＴ研究所、リコー未来技術研究所、ＡＰＴ研究所を廃止する。 

（２）研究企画センターを戦略統括センターに名称変更する。 

（３）事業創造センターを新設する。 

（４）光システム応用研究センターを新設する。 

（５）材料技術開発センターに材料システム研究センターを移管する。 

（６）フォトニクス研究センター、画像応用開発センター、材料システム研究センター、ヘルスケア研究セン

ターを廃止する。 

 

オフィスプリンティング事業本部関係 

（１）事業戦略センターを新設する。 

（２）Ｓｍａｒｔ Ｓｕｐｐｏｒｔセンターを新設する。 

（３）ＡＰ開発センターを新設する。 

（４）商品戦略センター、ＮＡＱ－ＰＴを廃止する。 

 

デジタルビジネス事業本部関係 

（１）ビジネスインキュベーションセンターを新設する。 

（２）ワークフローソリューションセンター、ＡＳ事業センター、ＥＤ開発センターを廃止する。 
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ＣＰ事業本部関係 

（１）ＤＡＳ事業センターを新設する。 

（２）ＨＰＳ事業センターを新設する。 

（３）ＷＦＳ事業センターを新設する。 

 

ＩＰ事業本部関係 

（１）グローバルＩＰ販売統括センターを新設する。 

（２）グローバルＩＰマーケティングセンターを新設する。 

（３）ＩＪモジュール事業センターを新設する。 

（４）テキスタイルプリンティング事業センターを新設する。 

（５）ワイドフォーマットプリンティング事業センターを新設する。 

（６）コンポーネント事業センターを新設する。 

 

産業プロダクツ事業本部関係 

（１）産業システム事業部を新設する。 

（２）オプト・エレクトロニクス事業部を新設する。 

（３）事業統括センターを廃止する。 

 

アディティブマニュファクチャリング事業本部関係 

（１）ＡＭ事業センターを新設する。 

（２）ＡＭ開発センターを新設する。 

 

ＨＣ事業本部関係 

（１）事業戦略センターを新設する。 

（２）メディカルイメージング事業センターを新設する。 

（３）バイオメディカル事業センターを新設する。 

 

プラットフォーム事業本部関係 

（１）ソリューション統括センターを新設する。 

 

生産本部関係 

（１）生産準備センターを新設する。 

（２）生産技術開発センターを新設する。 

（３）生産設計・生産準備センター、旧生産技術開発センターを廃止する。 

 

グローバル購買本部関係 

（１）ＩＲＰセンターを新設する。 
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＜人事異動＞ 

 

[執行役員人事]  

新職 旧職 継続職 氏名 

▽ＩＰ事業本部 事業本部長 ※ 

▽ＩＰ事業本部 グローバルＩＰ販売統

括センター 所長 

□ＣＩＰ開発本部 本部長 ※ 

□ＣＩＰ事業本部 副事業本部長 

 ※ 

□ＣＩＰ事業本部 ＩＰ事業センタ

ー 所長 

▼執行役員 

森田 哲也 

 

[フェロー人事]  

新職 旧職 継続職 氏名 

▽フェロー ※ 

▽ＨＣ事業本部 事業本部長 ※ 

▽ＨＣ事業本部 メディカルイメージン

グ事業センター 所長 

□執行役員 ※ 

□研究開発本部 副本部長 ※ 

□研究開発本部 リコー未来技

術研究所 所長 

□研究開発本部 リコー未来技

術研究所 ヘルスケア研究セ

ンター 所長 

 

源間 信弘 

 

[理事人事（新任）]   

新職 旧職 継続職 氏名 

▽グループ理事  ▼リコーリース株式会社（同社常務

執行役員） 
川口 俊 

▽理事 

▽ＩＭＳ事業本部 事業本部長 ※ 

▽Ricoh Thermal Media (Wuxi) Co., 

Ltd.（同社会長） 

▽Ricoh International (Shanghai) Co., 

Ltd.（同社会長） 

 ▼ＩＭＳ事業本部 サーマルメディ

アビジネスセンター 所長 

塩川 恵一 

▽グループ理事 

▽リコーインダストリアルソリューション

ズ株式会社（同社社長） ＊ 

▽産業プロダクツ事業本部 オプト・エ

レクトロニクス事業部 事業部長 

□リコーインダストリアルソリュー

ションズ株式会社 ＊ 

 

竹本 浩志 

▽理事 

▽サステナビリティ推進本部 本部長 

※ 

□経営企画本部 ※  

鈴木 美佳子 

▽グループ理事 

 

 ▼Ricoh Electronics, Inc.（同社社

長・ＣＥＯ） 
小出 恒太郎 

▽理事 

▽デジタル推進本部 本部長 ※ 

□Ricoh Europe PLC ※ 

□プラットフォーム統括本部 Ｅ

ＴＣ 所長 

 

小林 一則 

▽グループ理事 

 

 ▼Ricoh Manufacturing (Thailand) 

Ltd.（同社社長） 
鳥山 幸弘 

▽理事 

▽ＣＰ事業本部 副事業本部長 

▽ＣＰ事業本部 ＷＦＳ事業センター 

所長 

□ＣＩＰ事業本部 ＣＰ事業センタ

ー 所長 

 

宮﨑 要 
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新職 旧職 継続職 氏名 

▽理事 

▽デジタルビジネス事業本部 事業本

部長 ※ 

▽デジタルビジネス事業本部 ビジネ

スインキュベーションセンター 所長 

 ▼デジタルビジネス事業本部 事

業戦略センター 所長  

本多 正樹 

 

[理事人事（委嘱内容変更）]   

新職 旧職 継続職 氏名 

▽イノベーション本部 事業創造セン

ター 所長 

□市場開発センター ▼理事 
宮下 佳之 

▽ＣＰ事業本部 副事業本部長 ※ 

▽ＣＰ事業本部 ＤＡＳ事業センター 

所長 

□ＣＩＰ開発本部 副本部長 ※ 

□ＣＩＰ事業本部 副事業本部長 

※ 

▼理事 

佐藤 眞澄 

▽イノベーション本部 ＡＩ応用研究セ

ンター 所長 

□研究開発本部 リコーＩＣＴ研

究所 所長 

□研究開発本部 リコーＩＣＴ研

究所 ＡＩ応用研究センター 

所長 

▼理事 

戸塚 卓志 

▽リスクマネジメント室 室長 □内部統制室 室長 ▼理事 池田 昌義 

▽産業プロダクツ事業本部 産業シス

テム事業部 事業部長 

□経営企画本部 経営企画セン

ター 所長 

▼理事 
冨永 康一郎 

▽生産本部 生産準備センター 所長

▽オフィスプリンティング事業本部 Ａ

Ｐ開発センター 所長 

□生産本部 生産設計・生産準

備センター 所長 

□生産本部 生産技術開発セン

ター 所長 

▼理事 

安井 元一 

※1 月 18 日発表済み   ＊2 月 22 日発表済み 

 

[高度専門職人事]   

新職 旧職 継続職 氏名 

▽ＣＰ事業本部 ＥＴＭ 

▽ＣＰ事業本部 ＨＰＳ事業センター 

所長 

□ＣＩＰ開発本部 技師長 

□ＣＩＰ開発本部 第二ＣＰ開発

センター 所長 

 

太田 善久 

▽イノベーション本部 技師長 □研究開発本部 リコー未来技

術研究所 材料システム研究

センター 所長 

 

後河内 透 

▽ＩＰ事業本部 ＥＴＭ 

▽ＩＰ事業本部 コンポーネント事業セ

ンター 所長 

□ＣＩＰ開発本部 ＩＨ開発センタ

ー 所長 

 

飛田 悟 

▽品質技術本部 審議役 

 

 ▼品質技術本部 ＱＡセンター 

所長 
石垣 好司 

 

[関連会社社長人事] 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽Ricoh Imaging Technology 

(Shanghai) Co., Ltd.（同社社長） 

□Ricoh Imaging Technology 

(Shanghai) Co., Ltd. 

 
田邊 亮 

▽Ricoh Software Research Center 

(Beijing) Co., Ltd.（同社会長） 

 ▼Ricoh Software Research Center 

(Beijing) Co., Ltd.（同社社長） 
于 浩 
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[社員人事]   

社長直轄組織関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽内部監査室 室長 □内部統制室 内部監査部 部

長 

 
精進 美成 

▽環境・エネルギー事業センター 所

長 

□事業開発本部 ＥＳ事業セン

ター 所長 

 
出口 裕一 

 

経営企画本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽経営企画本部 経営企画センター 

所長 

□経営企画本部 経営企画セン

ター 

 
入佐 孝宏 

 

品質技術本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽品質技術本部 安全・環境センター 

所長 

□品質技術本部   
中村 聖二 

 

イノベーション本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽イノベーション本部 光システム応

用研究センター 所長 

□研究開発本部 リコーＩＣＴ研

究所 画像応用開発センター 

所長 

 

林 善紀 

▽イノベーション本部 材料技術開発

センター 所長 

□研究開発本部 ＡＰＴ研究所 

材料技術開発センター  

 
長山 智男 

▽イノベーション本部 基盤技術開発

センター 所長 

□研究開発本部 リコー未来技

術研究所 基盤技術開発セン

ター 

 

黒須 久雄 

 

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 事

業戦略センター 所長 

□オフィスプリンティング事業本

部 商品戦略センター 

 
成海 淳 

▽オフィスプリンティング事業本部 

Smart Supportセンター 所長 

□オフィスプリンティング事業本

部 商品戦略センター 

 
三原 信章 

 

ＩＰ事業本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽ＩＰ事業本部 副事業本部長 

▽ＩＰ事業本部 グローバルＩＰマーケ

ティングセンター 所長 

□ＣＩＰ事業本部 ＩＰ事業センタ

ー  

 
Dominiek 

Arnout 

▽ＩＰ事業本部 ＩＪモジュール事業セン

ター 所長 

□ＣＩＰ事業本部 ＣＩＰ事業サポ

ートセンター 所長 

▼Ricoh UK Products Ltd. （同社

社長） 
Colin Weaver 

▽ＩＰ事業本部 テキスタイルプリンティ

ング事業センター 所長 

□ＣＩＰ事業本部 ＩＰ事業センタ

ー 

 
高嶋 靖典 

▽ＩＰ事業本部 ワイドフォーマットプリ

ンティング事業センター 所長 

□ＣＩＰ開発本部 ＩＰ開発センタ

ー 所長 

 
佐藤 直基 
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アディティブマニュファクチャリング事業本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽アディティブマニュファクチャリング

事業本部 ＡＭ事業センター 所長 

□Ricoh Deutschland GmbH  
佐々木 禎彦 

▽アディティブマニュファクチャリング

事業本部 ＡＭ開発センター 所長 

□オフィスソリューション開発本

部 ＮＡＱーＰＴ リーダー 

 
福嶋 徳太郎 

 

ＨＣ事業本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽ＨＣ事業本部 バイオメディカル事

業センター 所長 

▽ＨＣ事業本部 事業戦略センター 

所長 

□事業開発本部 ＨＣ事業セン

ター 所長 

 

照 太郎 

 

プラットフォーム事業本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽プラットフォーム事業本部 ソリュー

ション統括センター 所長 

□デジタルビジネス事業本部 

ＡＳ事業センター 所長 

 
今野 隆哉 

▽プラットフォーム事業本部 ＥＴＣ 

所長 

 ▼Ricoh Europe PLC  
松下 貢 

 

生産本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽生産本部 生産技術開発センター 

所長 

□Ricoh Imaging Technology 

(Shanghai) Co., Ltd.（同社社

長） 

 

野口 裕輔 

 

グローバル購買本部関係 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽グローバル購買本部 ＩＲＰセンター 

所長 

□グローバル購買本部   
辻 高史 

▽グローバル購買本部 資材統括セ

ンター 所長 

□グローバル購買本部 資材統

括センター 

 
江尻 拓也 

 

 

 

 

 

| リコーグループについて | 

リコーグループは、オフィス向け画像機器を中心とした製品とサービス・ソリューション、プロダクションプリンティ

ング、産業用製品、デジタルカメラなどを世界約200の国と地域で提供しています。（2018年3月期リコーグルー

プ連結売上は2兆633億円）。 

創業以来80年以上にわたり、高い技術力、際立った顧客サービスの提供と、持続可能な社会にむけて積極的

な取り組みを行っています。 

EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES - 人々の“はたらく“をよりスマートに。リコーグループは、さまざまなワ

ークプレイスの変革をテクノロジーとサービスのイノベーションでお客様とともに実現します。 

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

 

 


