
 

株式会社リコー www.jp.ricoh.com 

お問い合わせ先  広報室  TEL：050-3814-2806 (直通)  E-mail：koho@ricoh.co.jp 
1 

News Release 
 

 

 

202３年3月10日 

 

リコー、2023 年 4 月 1 日付組織変更ならびに人事異動のお知らせ 

 

 

2023 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） 1.5 階層組織としてデジタルサービス事業本部を新設し、デジタルサービス事業部の機能を移管す

る。 

（２） デジタルサービス事業本部の第二階層組織としてデジタルサービスグローバル企画センターを新設

する。 

（３） RDS-Japan/日本極統括を日本極統括に名称変更する。 

（４） RDS-Japan/日本極統括 商品計画室を廃止する。 

（５） RDS-Japan/日本極統括 事業企画センターの一部機能をデジタルサービス事業本部 デジタルサ

ービスグローバル企画センターに移管する。 

（６） RDS-Japan/日本極統括 事業企画センターの一部機能を日本極統括 ＭＡ事業部に移管する。 

（７） RDS-Japan/日本極統括 事業企画センターを廃止する。 

（８） デジタルサービス開発本部の第二階層組織として日本極第一開発センターを新設し、オフィスサー

ビス開発センター、IoT ソリューション開発センター、SDC 日本開発センターの一部機能を移管す

る。 

（９） デジタルサービス開発本部の第二階層組織として日本極第二開発センターを新設し、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 日本開発センターの一部機能を移管

する。 

(10) デジタルサービス開発本部 SDC 日本開発センターを廃止する。 

(11) 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を開発戦略センターに名称変更する。 

(12) 第二階層組織として法務リスクマネジメント本部を新設し、プロフェッショナルサービス部 法務室の

一部機能を移管する。 

 

2. リコーデジタルプロダクツ BU 関連 

（１） 第二階層組織として周辺機事業部を新設する。 

（２） 生産購買本部 資材統括センターを購買・原価統括センターへ名称変更する。 

 

3. リコーグラフィックコミュニケーションズ BU 関連 

【経営管理本部関連】 

（１） 第二階層組織として事業支援センターを新設する。 

（２） 生産経営管理センターを廃止する。 

【グローバルマーケティング本部関連】 

（１） グローバルマーケティング本部をグローバル販売戦略本部に名称変更する。 
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（２） グローバル販売戦略本部の第二階層組織として、北米事業センター、欧州事業センター、日本事業

センターを移管する。 

（３） ＩＰ販売統括センターを廃止する。 

【商品事業統括本部関連】 

（１） ＩＰ生産センターおよびプリンタ生産センターを廃止する。 

 

4. 経営企画部関連 

（１） 第二階層組織として経営企画センターを新設する。 

 

5. 財務統括部関連 

（１） 経理室を第二階層組織から財務統括部直轄の第三階層組織へ変更する。 

（２） 経理企画室を第三階層組織から第二階層組織へ変更する。 

 

6. ESG 戦略部関連 

（１） リスクマネジメント・リーガルセンターを ESG 戦略部の第二階層に移管する。 

（２） プロフェッショナルサービス部 ESG センターを ESG 戦略部の第二階層に移管する。 

 

7. 先端技術研究所関連 

（１） 第二階層組織として IMD 研究センターを新設する。 

 

8. 社長直轄組織関連 

（１） 先端技術研究所 技術経営センターを社長直轄第二階層組織に変更する。 

（２） 社長直轄第二階層組織として未来デザインセンターを新設し、はたらく歓び価値創造室、TRIBUS

推進室、GF-PT を移管する。 

（３） imagine. change. 推進 PT を廃止する。 

 

 

＜人事異動＞ 

 

[執行役員人事] 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽CDIO 

▽デジタル戦略部 部⻑ 

▽リコーIT ソリューションズ株式会

社 社長 

▽Ricoh Software Research 

Center(Beijing) Co., Ltd. 会⻑ 

□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 

 

野水 泰之 

 

[リコーデジタルサービスBU] 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽リコーデジタルサービスBU デ

ジタルサービス事業本部 事業本

部長 

□リコーデジタルサービスBU デジ

タルサービス事業部 所長 

 

八條 隆浩 

▽リコーデジタルサービス BU デ

ジタルサービス事業本部 デジタ

ルサービスグローバル企画センタ

ー 所長 

□リコーデジタルサービスBU デジ

タルサービス事業部 デジタルサー

ビス戦略室 室長 

 

髙松 太郎 
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新職 旧職 継続職 氏名 

▽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 

□リコーITソリューションズ株式会社 

社長 

 
橋本 泰成 

▽リコーデジタルサービス BU デ

ジタルサービス開発本部 日本極

第一開発センター 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 オフィスサー

ビス開発センター クラウドアプリケー

ション開発室 室長 

 

 
斎藤 優香 

▽リコーデジタルサービス BU デ

ジタルサービス開発本部 日本極

第二開発センター 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 アドバンスト

バリューサービス開発室 室長 

 

永倉 義輝 

▽リコーデジタルサービス BU 経

営管理本部 本部長 

□リコーデジタルサービス BU  経

営管理本部 副本部長 

 
藤岡 甲 

▽リコーデジタルサービス BU 法

務リスクマネジメント本部 本部長 

□リスクマネジメント・リーガルセンタ

ー 所長 

 
山本 英俊 

▽リコーデジタルサービス BU 日

本極統括 ＯＲアライアンスセンタ

ー 所長 

 ▼リコージャパン株式会社 出

向 石井 晃 

 

 

[リコーデジタルプロダクツBU] 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽リコーテクノロジーズ株式会社 

社長 

▽リコーデジタルプロダクツ BU 

周辺機事業部 事業部長 

□リコーデジタルプロダクツ BU OC

事業本部 OC 事業センター 第一

事業推進室 室長 

 

田上 亮 

 

 

[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 氏名 

▽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 事業

支援センター 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 

▼リコーインダストリー株式会社 

出向     菅野 和浩 

▽リコーグラフィックコミュニケーシ

ョンズ BU グローバル販売戦略

本部 副本部長 

 ▼リコーグラフィックコミュニケ

ーションズ BU グローバル販

売戦略本部 GOS 販売統括セ

ンター 所長 

山崎 昌一 

▽リコーグラフィックコミュニケーシ

ョンズ BU グローバル販売戦略

本部 副本部長 

 ▼リコーグラフィックコミュニケ

ーションズ BU グローバル販

売戦略本部 欧州事業センタ

ー 所長 

デ・リダー エ

イフ 

▽リコーグラフィックコミュニケーシ

ョンズ BU グローバル販売戦略

本部 日本事業センター 所長 

 ▼リコージャパン株式会社 出

向 泥谷 謙司 

 

[経営企画部] 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽経営企画部 経営企画センタ

ー 所長 

□リコーデジタルサービス BU デジ

タルサービス事業部 デジタルサー

ビス推進室 室長 

 

遠藤 早苗 

 

[ESG戦略部] 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽ESG 戦略部 リスクマネジメン

ト・リーガルセンター 所長  

□リスクマネジメント・リーガルセンタ

ー リスクマネジメント統括室 室長 

 
城ノ戸 孝宏 
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[先端技術研究所] 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽先端技術研究所 IMD 研究セ

ンター 所長 

□先端技術研究所 HDT 研究セン

ター 第一研究室 室長  

 
辻 政明 

 

[プロフェッショナルサービス部] 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽プロフェッショナルサービス部 

経理センター 所長 

□財務統括部 決算・税務室 室長  
加藤 昌樹 

 

[社長直轄組織] 

新職 旧職 継続職 氏名 

▽技術経営センター 所長 □先端技術研究所 技術経営センタ

ー 技術戦略室 室長 

 
塚本 武雄 

▽未来デザインセンター 所長  ▼秘書室 室長 

 
駒場 瑞穂 

 

 

 

 

 

 

| 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（2022 年 3 月期グループ連結売上高 1 兆 7,585 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/ 

 

 

 


