News Release
2022 年3 月3 日

リコー、2022 年 4 月 1 日付組織変更ならびに人事異動のお知らせ

2022 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＞
1.リコーデジタルサービス BU 関連
（１） デジタルサービス事業センターをデジタルサービス事業部に名称変更する。
2.リコーデジタルプロダクツ BU 関連
（１） OC 事業部にグローバル RR センターを新設し、生産購買本部グローバル RR センターの機能を移
管する。
（２） リコーインダストリー株式会社の第一階層組織であるグローバル RR 事業部の機能を OC 事業部 グ
ローバル RR センターへ移管する。
（３） 生産購買本部グローバル RR センターを廃止する。
3.リコーグラフィックコミュニケーションズ BU 関連
（１） 1.5 階層組織として経営管理本部、グローバルマーケティング本部、商品事業統括本部を新設する。
（２） 経営管理本部に経営管理センターの機能を一部移管する。
（３） 経営管理本部に生産経営管理センターを新設する。
（４） グローバルマーケティング本部に販売統括センターの機能を移管し、GOS 販売統括センターへ名称
変更する。
（５） グローバルマーケティング本部に IP 販売統括センターを新設し、IPS 事業センターの機能を一部移
管する。
（６） グローバルマーケティング本部にデジタルサービス事業センターの機能を移管する。
（７） 商品事業統括本部にプリンタ事業統括本部の機能を移管し廃止する。
（８） 商品事業統括本部に IP 生産センターを新設する。
（９） 商品事業統括本部に技術開発センターを新設し、経営管理センターの機能、WFP 事業センターの
機能およびコンポーネント事業センターの機能を一部移管する。
(10) 商品事業統括本部 TXP 事業センターを新設し IPS 事業センターおよび WFP 事業センターの機
能を一部移管する。
(11) 商品事業統括本部にコンポーネント事業センターの機能を移管する。
(12) IPS 事業センターおよび WFP 事業センターを廃止する。
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4.リコーフューチャーズ BU、先端技術研究所関連
（１） リコーフューチャーズ BU の第二階層組織として IJ 電池事業センターを新設し、先端技術研究所
PB 開発推進センターの機能を移管し廃止する。
5.デジタル戦略部関連
（１） 基盤開発統括センターを廃止する。
（２） 第二階層組織としてデジタル戦略統括センターを新設する。
（３） カスタマーサクセス推進センターを廃止する。
（４） RSI 基盤開発センターをデジタル共創センターに名称変更する。
6.プロフェッショナルサービス部関連
（１） 第二階層組織として ESG センターを新設する。
（２） 第二階層組織として SCM 統括センターを新設する。
（３） 品質統括・CF センターを品質統括センターに名称変更する。
7.経営企画部関連
（１） 経営企画センターを廃止する。
8.人事部関連
（１） 第二階層組織として人事室を新設し、HRBP 室の機能を移管する。

＜人事異動＞
［執行役員人事］
新職
▽リコージャパン株式会社
（取締役 会長）

旧職

継続職
▼リコーデジタルサービス BU
プレジデント

氏名
大山 晃

[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
RDS-JAPAN/日本極統括 統
括長
▽リコーデジタルサービス BU
RDS-JAPAN/日本極統括 商
品計画室 室長
▽リコージャパン株式会社
（同社社長執行役員）

旧職

氏名

木村 和広

▼リコージャパン株式会社

▽リコーデジタルサービスBU
RDS-JAPAN/日本極統括 ORア
ライアンスセンター 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
アドバンストバリュー開発センター
所長

継続職

□リコージャパン株式会社

柳谷 明広
□リコーデジタルサービス BU
デジタルサービス開発本部
アドバンストバリュー開発センター
開発戦略室 室長

戸上 敦
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[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

□Ricoh Manufacturing (Thailand)

OC事業部 OC生産センター 所

Ltd.（同社社長）

長
▽リコーデジタルプロダクツ BU
OC 事業部 グローバル RR セン
ター 所長

□リコーデジタルプロダクツBU 生産

▽リコーデジタルプロダクツBU

□リコーデジタルプロダクツBU OC事

生産購買本部 生産統括センタ

業部 OC生産センター 所長

継続職

氏名
鳥山 幸弘

▼リコーインダストリー株式会社
花田 和己

購買本部 グローバルRRセンター 所
長

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

櫻井 仁
▼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 KP 開発室 室長

吉井 孝之

継続職

氏名

[リコーグラフィックコミュニケーションズBU]
新職
▽リコーグラフィックコミュニケーシ
ョンズ BU 経営管理本部 本部
長
▽リコーグラフィックコミュニケーシ
ョンズ BU 経営管理本部
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 BU 経営管理本部
生産経営管理センター 所長
▽リコーグラフィックコミュニケーシ
ョンズ BU グローバルマーケティ
ング本部 本部長
▽リコーグラフィックコミュニケーシ
ョンズ BU 商品事業統括本部
本部長
▽リコーグラフィックコミュニケーシ
ョンズ BU 商品事業統括本部
技術開発センター 所長
▽リコーグラフィックコミュニケーシ
ョンズ BU 商品事業統括本部
IP 生産センター 所長
▽リコーグラフィックコミュニケーシ
ョンズ BU 商品事業統括本部
TXP 事業センター 所長

旧職
□リコーグラフィックコミュニケーション
ズ BU 経営管理センター 所長

川桐 洋一

□リコージャパン株式会社
武田 健一
▼リコーインダストリー株式会社
菅野 和浩
▼リコーグラフィックコミュニケ
ーションズ 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 BU プリンタ事業統括本部
本部長
□リコーグラフィックコミュニケーション
ズ BU プリンタ事業統括本部
ＷＦＰ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 BU コンポーネント事業センター
副所長
□リコーグラフィックコミュニケーション
ズ BU IPS 事業センター 副所長

スミス ギャ
ビン
佐藤 眞澄

佐藤 直基
▼リコーインダストリー株式会社
大宅 一誠

高嶋 靖典

[リコーフューチャーズBU]
新職
▽リコーフューチャーズ BU IJ 電
池事業センター 所長

旧職
□先端技術研究所 PB 開発推進セン
ター 所長

継続職

旧職
□リコージャパン株式会社

継続職

氏名
後河内 透

[デジタル戦略部]
新職
▽デジタル戦略部 デジタル戦略
統括センター 所長

氏名
中原 逸広
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[プロフェッショナルサービス部]
新職
▽プロフェッショナルサービス部
ESG センター 所長
▽プロフェッショナルサービス部
SCM 統括センター 所長
▽プロフェッショナルサービス部
知的財産センター 所長
▽プロフェッショナルサービス部
品質統括センター 所長

旧職

□プロフェッショナルサービス部
SCM 企画室 室長
□プロフェッショナルサービス部
財産センター 知的財産戦略室
□プロフェッショナルサービス部
統括・CF センター 品質統括室

継続職
▼ESG 戦略部

氏名
阿部 哲嗣
高橋 光彦

知的
室長
品質
室長

須田 武男
石垣 好司

[人事部関連]
新職
▽人事部 人事室 室長

旧職
□人事部 HRBP 室 室長

継続職
▼人事部 タレントアクイジショ
ン室 室長

氏名
長久 良子

[社長直轄組織]
新職
▽内部監査室 室長

旧職
□内部監査室

継続職

氏名
竹上 憲治

| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のデジタル変革を支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソ
リューションなどを世界約 200 の国と地域で提供しています（2021 年 3 月期グループ連結売上高 1 兆 6,820 億円）。
imagine. change. 創業以来 85 年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディン
グカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人々の生活の質の向上、さらには持
続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。 https://jp.ricoh.com/
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