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2021 年 4 月 1 日付組織変更ならびに人事異動のお知らせ

2021 年 4 月 1 日付で以下のように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。

＜各ビジネスユニットおよびグループ本部部門の責任者について＞
2021 年 4 月 1 日付で実施するカンパニー制の導入にあわせ、各ビジネスユニット（BU）およびグルー
プ本部部門の責任者を以下のようにします。
■ビジネスユニット(BU)責任者
リコーデジタルサービス BU プレジデント

大山 晃

リコーデジタルサービス BU 欧州極統括 統括長

David Mills

(＊)

Ricoh Europe PLC（同社 CEO）

Ricoh Nederland B.V.（同社会長）(＊)

リコーデジタルサービス BU 日本極統括 統括長
リコージャパン株式会社（同社社長）

坂主 智弘

(＊)

リコーデジタルサービス BU 北米極統括 統括長

Carsten Bruhn

Ricoh USA, Inc.（同社社長・CEO）

リコーデジタルサービス BU APAC・LA 統括 統括長

徳永 譲二

Ricoh Asia Pacific Pte, Ltd.（同社社長）
Ricoh Australia Pty, Ltd.（同社会長）
Ricoh Hong Kong Ltd.（同社会長）
Ricoh (Thailand) Ltd.（同社会長）

リコーデジタルプロダクツ BU プレジデント

中田 克典

リコーインダストリアルソリューションズ BU プレジデント

森 泰智

リコーエレメックス株式会社（同社社長）

(＊)

リコーグラフィックコミュニケーションズ BU プレジデント

加藤 茂夫

リコーフューチャーズ BU プレジデント

入佐 孝宏

■グループ本部部門責任者
CFO(＊) 経営企画担当 経営企画部 部長
(＊)

CTO

松石 秀隆

先端技術研究所 所長

坂田 誠二

プロフェッショナルサービス担当

西宮 一雄

プロフェッショナルサービス部 部長
株式会社リコー

www.jp.ricoh.com
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TEL：050-3814-2806 (直通)
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CDIO(＊) デジタル戦略部 部長

田中 豊人

デジタル戦略部 カスタマーサクセス推進センター 所長
中国総合戦略部 部長

ESG担当 ESG戦略部 部長

鈴木 美佳子

CHRO 人事部 部長

瀬戸 まゆ子

人事部 タレントディベロップメントCOE室 室長
(＊)

は継続職

＜組織変更＞
リコーデジタルサービス BU 関係
（1）リコーデジタルサービス BU を第一階層組織として新設する。
（2）北米極統括、欧州極統括、APAC・LA 統括、日本極統括を 1.5 階層組織として新設する。
（3）GMA 販売本部、デジタルサービス事業センター、DDX 事業センター、環境・エネルギーセンター、経
営管理本部、経営企画本部、サービスパーツセンター、人事統括室を第二階層組織として新設する。
（4）デジタルサービス開発本部を 1.5 階層組織として新設し、オフィスサービス開発センター、アドバンスト
バリュー開発センター、IOT ソリューション開発センター、SDC 日本開発センター、SDC アメリカ開発セ
ンター、ETC を第二階層組織として新設する。
リコーデジタルプロダクツ BU 関係
（1）リコーデジタルプロダクツ BU を第一階層組織として新設する。
（2）経営戦略本部を 1.5 階層組織として新設し、経営統括センター、経営品質管理センター、マーケティ
ングセンターを第二階層組織として新設する。
（3）生産購買本部を 1.5 階層組織として新設し、生産統括センター、生産技術開発センター、資材統括
センター、グローバル RR センターを第二階層組織として新設する。
（4）OC 事業部を 1.5 階層組織として新設し、OC 事業センター、OC 生産センターを第二階層組織として
新設する。
（5）WE 事業部、SC 事業部を第二階層組織として新設する。
（6）CMC 事業部を 1.5 階層組織として新設し、事業統括センター、トナー事業センター、キーパーツ事業
センター、製造技術センターを第二階層組織として新設する。
リコーグラフィックコミュニケーションズ BU 関係
（1）リコーグラフィックコミュニケーションズ BU を第一階層組織として新設する。
（2）経営管理センター、北米事業センター、欧州事業センター、日本事業センター、販売統括センター、
デジタルサービス事業センター、IPS 事業センター、コンポーネント事業センターを第二階層組織とし
て新設する。
(3)プリンタ事業統括本部を 1.5 階層組織として新設し、DAS 事業センター、HPS 事業センター、WFP 事
業センター、プリンタ生産センターを第二階層組織として新設する。
リコーインダストリアルソリューションズ BU 関係
（1）リコーインダストリアルソリューションズ BU を第一階層組織として新設する。
（2）経営企画本部、IMS 事業部、オプティカル事業部、エレクトロニクス事業部、精密部品事業部、産業
機器事業部を第二階層組織として新設する。
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リコーフューチャーズ BU 関係
（1）リコーフューチャーズ BU を第一階層組織として新設する。
（2）インキュベーションセンター、SV 事業センター、バイオメディカル事業センター、メディカルイメージン
グ事業センター、社会インフラ事業センター、Energy Harvesting 事業センター、PLAiR 事業センター、
アディティブマニュファクチュアリング事業センターを第二階層組織として新設する。
グループ本部関係
（1）経営企画部を第一階層組織として新設し、経営企画センターを第二階層組織として新設する。
（2）財務統括部を第一階層組織として新設し、経理室を第二階層組織として新設する。
（3）人事部を第一階層組織として新設し、タレントディベロップメント COE 室、トータルリワード COE 室を
第二階層組織として新設する。
（4）ESG 戦略部を第一階層組織として新設する。
（5）内部監査室を第二階層組織とする。
（6）デジタル戦略部を第一階層組織として新設し、カスタマーサクセス推進センター、ワークフロー革新セ
ンターを第二階層組織として新設する。基盤開発統括センターを 1.5 階層組織として新設し、RSI 基盤
開発センター、デジタル技術開発センター、コーポレート基盤開発センターを第二階層組織として新
設する。
（7）先端技術研究所を第一階層組織として新設し、HDT 研究センター、IDPS 研究センター、共通基盤セ
ンター、PB 開発推進センター、技術経営センターを第二階層組織として新設する。
（8）プロフェッショナルサービス部を第一階層組織として新設し、ワークフロー革新センター、人事総務セ
ンター、経理センター、知的財産センター、総合デザインセンター、間接材購買センター、品質統括・
CF センターを第二階層組織として新設する。
社長直轄組織関係
（1）リコー経済社会研究所を社長直轄第二階層組織とする。
（2）中国総合戦略部を社長直轄第二階層組織として新設する。

＜人事異動＞
[リコーデジタルサービス BU]
新職
▽リコーデジタルサービスBU GMA販売
本部 本部長
▽リコーデジタルサービスBU デジタル
サービス事業センター 所長

旧職

継続職

□Ricoh Nederland B.V.（同社社

氏名
Paul Nanninga

長）
□ワークプレイスソリューション事業
本部 OS事業戦略センター 所

八條 隆浩

長
▽リコージャパン株式会社
▽リコーデジタルサービスBU DDX事業

□イノベーション本部 事業創造セ
ンター 所長

宮下 佳之

センター 所長
▽リコーデジタルサービスBU 環境・エネ □環境・エネルギー事業センター
ルギーセンター 所長
▽リコーデジタルサービスBU デジタル
サービス開発本部 本部長

出口 裕一

所長
□ワークプレイスソリューション事業
本部 副事業本部長

▼セキュリティ統括
担当

野水 泰之
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新職

旧職

▽リコーデジタルサービスBU デジタル
サービス開発本部 オフィスサービス開
発センター 所長

継続職

氏名

□ワークプレイスソリューション事業
本部 アプリケーション開発セン

今井 達也

ター 所長

▽リコーデジタルサービスBU デジタル

□ワークプレイスソリューション事業

サービス開発本部 アドバンストバリュ

本部 プラットフォーム開発セン

ー開発センター 所長

ター 所長

▽リコーデジタルサービスBU デジタル

□ワークプレイスソリューション事業

サービス開発本部 IOTソリューション

本部 エンベデッド開発センター

開発センター 所長

所長

▽リコーデジタルサービスBU デジタル

□ワークプレイスソリューション事業

サービス開発本部 SDC日本開発セン

本部 SDC日本開発センター 所

ター 所長

長

▽リコーデジタルサービスBU デジタル

橋本 泰成

山田 哲
▼リコージャパン
株式会社

池田 哲也

▼Ricoh USA, Inc.

サービス開発本部 SDCアメリカ開発セ

田中 俊

ンター 所長
▽リコーデジタルサービスBU デジタル
サービス開発本部 ETC 所長

□ワークプレイスソリューション事業
本部 ETC 所長

▽リコーデジタルサービスBU 経営管理
本部 本部長

▼Ricoh Europe
PLC

松下 貢

□ワークプレイスソリューション事業
本部 副事業本部長

山中 行彦

□ワークプレイスソリューション事業
本部 経営管理センター 所長
▽リコーデジタルサービスBU 経営企画
本部 本部長

□ワークプレイスソリューション事業

笠井 徹

本部 事業統括センター 所長

▽リコーデジタルサービスBU サービス
パーツセンター 所長

□SCM本部 サービスパーツセンタ

高木 啓

ー 所長

▽リコーデジタルサービスBU 人事統括

□人事本部 副本部長

藤本 恭一郎

室 室長

[リコーデジタルプロダクツ BU]
新職

旧職

▽リコーデジタルプロダクツBU 経営戦

□経理本部 経理企画部 部長

略本部 本部長
▽リコーデジタルプロダクツBU 経営戦
略本部 経営統括センター 所長

業統括室 室長

▽リコーデジタルプロダクツBU 経営戦
略本部 経営品質管理センター

□オフィスプロダクツ事業本部 事

所

継続職

氏名
本村 義隆
金井 洋一

□生産本部 生産品質保証センタ
ー 所長

栗木 城一郎

長
▽リコーデジタルプロダクツBU 経営戦
略本部 マーケティングセンター 所長

□ワークプレイスソリューション事業
本部 デジタルサービス戦略室

佐々木 禎彦

室長
▽リコーデジタルプロダクツBU 生産購

□グローバル購買本部 本部長

買本部 本部長
▽リコーデジタルプロダクツBU 生産購
買本部 生産統括センター 所長
▽リコーデジタルプロダクツBU 生産購
買本部 生産技術開発センター 所長
▽リコーデジタルプロダクツBU 生産購
買本部 資材統括センター 所長

□生産本部 生産統括センター
所長
□生産本部 生産技術開発センタ
ー 所長
□グローバル購買本部 資材統括
センター 所長

平原 英治
杉山 淳一
牧田 秀行
江尻 拓也
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新職

旧職

▽リコーデジタルプロダクツBU 生産購

継続職
▼リコーインダストリ

買本部 グローバルRRセンター 所長

ー株式会社

▽リコーデジタルプロダクツBU OC事業 □CT&P本部 本部長
▽リコーデジタルプロダクツBU OC事業 □オフィスプロダクツ事業本部 OC

佐藤 訓之

事業センター 所長

▽リコーデジタルプロダクツBU OC事業 □リコーインダストリー株式会社

櫻井 仁

部 OC生産センター 所長
▽リコーデジタルプロダクツBU WE事業 □オフィスプロダクツ事業本部 WE
部 事業部長

土居 淳

事業センター 所長

▽リコーデジタルプロダクツBU SC事業
部 事業部長

□オフィスプロダクツ事業本部 SC

成海 淳

事業センター 所長

▽リコーデジタルプロダクツBU CMC事
業部 事業部長
▽リコーデジタルプロダクツBU CMC事
業部 事業統括センター 所長
▽リコーデジタルプロダクツBU CMC事
業部 トナー事業センター 所長
▽リコーデジタルプロダクツBU CMC事
業部 キーパーツ事業センター 所長
▽リコーデジタルプロダクツBU CMC事

□オフィスプロダクツ事業本部 副

村上 栄作

事業本部長
□CT&P本部 CT&P統括センター
所長

花田 和己
高橋 豊

部 事業部長
部 OC事業センター 所長

氏名

▼山梨電子工業株
式会社（同社社長）

□CT&P本部 第1技術開発センタ

林 淳一
野秋 浩

ー 所長
□CT&P本部 第2技術開発センタ

今村 剛

ー 所長
□CT&P本部 生産センター 所長

川口 洋介

業部 製造技術センター 所長

[リコーグラフィックコミュニケーションズ BU]
新職

旧職

継続職

▽リコーグラフィックコミュニケーションズ □SCM本部 本部長

川桐 洋一

BU 経営管理センター 所長
▽リコーグラフィックコミュニケーションズ

▼Ricoh USA, Inc.

BU 北米事業センター 所長
▽リコーグラフィックコミュニケーションズ

▼Ricoh Europe

BU 欧州事業センター 所長

PLC

▽リコーグラフィックコミュニケーションズ

▼リコージャパン株

BU 日本事業センター 所長

式会社

▽リコーグラフィックコミュニケーションズ □CP事業本部
BU 販売統括センター 所長

氏名

Gavin Smith
Eef De Ridder
三浦 克久
山崎 昌一

▽リコーグラフィックコミュニケーションズ □Ricoh USA, Inc.
BU デジタルサービス事業センター 所

有田 寿範

長
▽リコーグラフィックコミュニケーションズ □CP事業本部 副事業本部長
BU プリンタ事業統括本部 本部長

□CP事業本部 DAS事業センター

佐藤 眞澄

所長
▽リコーグラフィックコミュニケーションズ □CP事業本部 DAS事業センター
BU プリンタ事業統括本部 DAS事業セ

副所長

才田 弘介

ンター 所長
▽リコーグラフィックコミュニケーションズ □CP事業本部 HPS事業センター
BU プリンタ事業統括本部 HPS事業セ

副所長

Winston Liu

ンター 所長
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新職

旧職

継続職

氏名

▽リコーグラフィックコミュニケーションズ □IP事業本部 ワイドフォーマットプ
BU プリンタ事業統括本部 WFP事業セ

リンティング事業センター 所長

佐藤 直基

ンター 所長
▽リコーグラフィックコミュニケーションズ □CP事業本部 CP生産センター
BU プリンタ事業統括本部プリンタ生産

所長

▼リコーインダストリ
ー株式会社

清水 雅文

センター 所長
▽リコーグラフィックコミュニケーションズ □IP事業本部 副事業本部長
BU IPS事業センター 所長

Christian

□IP事業本部 グローバルIP販売統

Compera

括センター 所長
▽リコーグラフィックコミュニケーションズ □IP事業本部 グローバルIP販売統
BU コンポーネント事業センター 所長

長尾 健

括センター 副所長

[リコーインダストリアルソリューションズ BU]
新職
▽リコーインダストリアルソリューションズ
BU 経営企画本部 本部長
▽リコーインダストリアルソリューションズ
BU IMS事業部 事業部長

旧職

継続職

□産業プロダクツ事業本部 生産

冨永 康一郎

システム事業部 事業部長
□IMS事業本部 事業本部長

▼Ricoh Thermal

□IMS事業本部 TM事業センター

Media (Wuxi) Co.,

所長

氏名

Ltd.（同社会長）
▼Ricoh

塩川 恵一

International
(Shanghai) Co., Ltd
（同社会長）
▽リコーインダストリアルソリューションズ
BU オプティカル事業部 事業部長

□産業プロダクツ事業本部 オプ

▼リコーインダストリ

ト・エレクトロニクス事業部 事業

アルソリューション

部長

ズ株式会社（同社

竹本 浩志

社長）
▽リコーインダストリアルソリューションズ

▼リコーインダストリ

BU エレクトロニクス事業部 事業部長

アルソリューション

中澤 政志

ズ株式会社
▽リコーインダストリアルソリューションズ

▼リコーエレメックス

BU 精密部品事業部 事業部長

株式会社

▽リコーインダストリアルソリューションズ

▼リコーエレメックス

BU 産業機器事業部 事業部長

株式会社

杉山 睦弘
西塚 実樹雄

[リコーフューチャーズ BU]
新職

旧職

継続職

氏名

▽リコーフューチャーズBU インキュベー □知的財産本部 知的財産開発セ
ションセンター 所長
▽リコーフューチャーズBU SV事業セン
ター 所長

ンター 所長
□Smart Vision事業本部 事業本
部長
□Smart Vision事業本部 DS事業
部事業部長

洲崎 英夫
▼Ricoh
Innovations
Corporation（同社
会長）

大谷 渉

□Smart Vision事業本部 事業統
括センター 所長
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新職
▽リコーフューチャーズBU バイオメディ
カル事業センター 所長

旧職

継続職

氏名

□（2/1入社予定）
HC事業本部 バイオメディカル

佐藤 宰

事業センター
▽リコーフューチャーズBU メディカルイ
メージング事業センター 所長

□HC事業本部 メディカルイメージ
ング事業センター 所長

照 太郎

□HC事業本部 事業戦略センター
所長
▽リコーフューチャーズBU 社会インフラ □リコージャパン株式会社

茂木 洋一郎

事業センター 所長
▽リコーフューチャーズBU Energy
Harvesting事業センター 所長

□Energy Harvesting事業センター

田中 哲也

所長

▽リコーフューチャーズBU PLAiR事業セ □CT&P本部 新素材事業開発室
ンター 所長

山口 秀幸

室長

▽リコーフューチャーズBU アディティブ
マニュファクチャリング事業センター

□アディティブマニュファクチャリン
グ事業センター 所長

福嶋 徳太郎

所長

[グループ本部]
新職
▽経営企画部 副部長

旧職

継続職

□経営企画本部 副本部長

赤羽 昇

□AR-PT リーダー
▽経営企画部 経営企画センター 所長 □経営企画本部 経営企画センター

上杉 恵一郎

経営戦略部 部長
▽財務統括部 部長

□財務担当

▽プロフェッショナルサービス部 経理セ □経理本部 本部長
ンター 所長
▽財務統括部 経理室 室長

▼Ricoh Americas
Holdings,Inc.（同社

佐藤 愼二

社長）
□経理本部 経理部 部長
□経理本部 経理支援部 部長

▽人事部 トータルリワードCOE室 室長 □人事本部
▽デジタル戦略部 基盤開発統括セン

氏名

□デジタル推進本部 本部長

ター 所長
▽デジタル戦略部 基盤開発統括セン

□ワークプレイスソリューション事業

ター RSI基盤開発センター 所長

本部 プラットフォーム開発センタ

▽デジタル戦略部 基盤開発統括セン

□イノベーション本部 AI応用研究

戸谷 浩二
大久保 信一
小林 一則

堀場 一弘

ー RSI統括室 室長
ター デジタル技術開発センター 所

センター 所長

梅津 良昭

長
▽デジタル戦略部 基盤開発統括セン
ター コーポレート基盤開発センター

□デジタル推進本部 改革推進セン
ター 所長

浜中 啓恒

所長
▽先端技術研究所 HDT研究センター □イノベーション本部 先端デバイス
所長
▽先端技術研究所 IDPS研究センター
所長
▽先端技術研究所 共通基盤センター
所長

研究センター 第4研究室 室長
□CP事業本部 HPS事業センター
所長
□イノベーション本部 基盤技術開
発センター 所長

▽先端技術研究所 PB開発推進センター □イノベーション本部 PB開発推進
所長

センター 所長

原田 亨
太田 善久
黒須 久雄
後河内 透
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新職
▽先端技術研究所 技術経営センター

旧職
□技術経営センター 所長

所長

継続職

氏名
山田 泰史

▽プロフェッショナルサービス部 ワークフ □ワークフロー革新センター 所長
ロー革新センター 所長

浅香 孝司

▽デジタル戦略部 ワークフロー革新セン
ター 所長
▽プロフェッショナルサービス部 人事総 □人事本部 グループ人事部 部長
務センター 所長
▽プロフェッショナルサービス部 知的財 □知的財産本部 副本部長
産センター 所長
▽プロフェッショナルサービス部 総合デ □知的財産本部 総合デザインセン
ザインセンター 所長

ター 所長

▽プロフェッショナルサービス部 間接材 □グローバル購買本部 IRPセンター
購買センター 所長

所長

▽プロフェッショナルサービス部 品質統 □品質技術本部 本部長
括・CFセンター 所長

□Customer Firstセンター 所長

中村 幸正
石島 尚
星村 隆史
辻 高史
太田 謙治

| 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（2020年3月期リコーグループ
連結売上は2兆85億円）。
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、持続可能な社会の実現にむけて
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。 https://jp.ricoh.com/
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