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コニカミノルタ 役員新体制のお知らせ 
 
 

2023年2⽉28⽇ 
 

コニカミノルタ株式会社（本社︓東京都千代⽥区、社⻑︓⼤幸 利充）では、2023年4⽉1⽇付で
以下のように執⾏役および執⾏役員を新体制にいたします。 

 
 

【コニカミノルタ株式会社】 
 
＜執⾏役＞  
◇執⾏役⼈事＜新任＞                     （発令⽇︓2023年4⽉1⽇付） 

新 職 旧 職 ⽒  名 
常務執⾏役 
インダストリー事業開発、センシング事
業、光学コンポーネント事業、IJコンポー
ネント事業、機能材料事業 管掌 

上席執⾏役員 
センシング事業本部⻑ 兼  
センシング事業本部LD&CA事業部⻑ 

⻲澤 仁司 

常務執⾏役 
経理、財務、リスクマネジメント担当 

上席執⾏役員 
財務部⻑ 兼 経理担当 平井 善博 

 
◇執⾏役⼈事＜異動＞                     （発令⽇︓2023年4⽉1⽇付） 

新 職 旧 職 ⽒  名 

専務執⾏役 特命担当 
専務執⾏役 
社⻑補佐（経営全般）兼 経理、財務、 
リスクマネジメント 管掌 

畑野 誠司 

常務執⾏役 経営企画本部⻑ 
常務執⾏役 
経営企画担当 兼  
材料・コンポーネント事業管掌 

葛原 憲康 

常務執⾏役 
⼈事、総務、秘書、危機管理、 
ダイバーシティ推進 担当 

常務執⾏役 
⼈事、ダイバーシティ推進担当 岡 慎⼀郎 

 
◇役員⼈事＜退任＞        （発令⽇︓2023年6⽉20⽇付）  
役  職 ⽒  名 

執⾏役会⻑ ⼭名 昌衛 

※なお、⼭名昌衛は6⽉20⽇付でシニアアドバイザーに就任予定です。 
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＜執⾏役員＞ 
◇執⾏役員＜昇任・新任＞                    （発令⽇︓2023年4⽉1⽇付） 

新  職 旧  職 ⽒  名 
上席執⾏役員 
コニカミノルタジャパン株式会社 代
表取締役社⻑ 

執⾏役員 
コニカミノルタジャパン株式会社 ヘ
ルスケアカンパニープレジデント 

⼀條 啓介 

上席執⾏役員 
広報部⻑ 兼 IR担当 

執⾏役員 
広報部⻑ 兼 IR担当 

岡村 美和 

上席執⾏役員 
Konica Minolta Business Solutions 
Europe GmbH Geschäftsführer 
(President) 

 須原 清貴 

上席執⾏役員 
法務部⻑ 兼 知的財産、IT企画、 
コンプライアンス 担当 

執⾏役員 
コニカミノルタジャパン株式会社 取
締役 コーポレート本部⻑ 兼 マーケ
ティングサービス事業部担当 

⽟井 昭 

上席執⾏役員 
取締役会室⻑ 兼 経営監査担当 

執⾏役員 
取締役会室⻑ 兼 経営監査担当 

村⼭ 明⼦ 

執⾏役員 ⼈事部⻑ ⼈事部⻑ ⼤⻄ 邦彦 

執⾏役員 
オフィス事業本部副本部⻑ 

⽣産・調達本部副本部⻑ ⼤道 由起 

執⾏役員 
デザイン担当 兼 IT企画副担当 

Konica Minolta Business Solutions 
Asia Pte. Ltd. 管理部⻑ 

加藤 花⼦ 

執⾏役員 
センシング事業本部⻑ 兼  
センシング事業本部アドバンストセ
ンシング事業部⻑ 

センシング事業本部アドバンストセ
ンシング事業部⻑ 

三上 健太郎 

 
◇執⾏役員＜異動＞                       （発令⽇︓2023年4⽉1⽇付） 

新  職 旧  職 ⽒  名 

上席執⾏役員 特命担当 
上席執⾏役員 
コニカミノルタジャパン株式会社 代
表取締役社⻑ 

⼤須賀 健 

上席執⾏役員 化成品事業担当 
上席執⾏役員 
⽣産・調達本部⻑ 兼 SCM担当 

伊藤 孝司 

上席執⾏役員 
DW-DX事業本部⻑ 兼  
DW-DX事業本部IIM事業部⻑ 兼  
画像IoTソリューション事業副担当 

上席執⾏役員 
DW-DX事業本部⻑ 兼 BT経営管理・
販社管理担当 

伴野 篤利 

上席執⾏役員 
FORXAI事業統括部⻑ 兼  
QOLソリューション事業担当 

上席執⾏役員 経営管理部⻑ 吉村 裕介 

執⾏役員 
欧州IIM事業、欧州画像IoTソリュー
ション事業 担当 

執⾏役員 
DW-DX事業本部欧州ICW事業担当 

⾼⼭ 典久 
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執⾏役員 
Konica Minolta Business Solutions 
Deutschland GmbH, Konica 
Minolta Business Solutions 
Austria GmbH President & 
Managing Director 

執⾏役員 
DW-DX事業本部欧州ICW事業担当 
兼 Konica Minolta Business 
Solutions Deutschland GmbH, 
Konica Minolta Business Solutions 
Austria GmbH President & 
Managing Director 

Joerg Hartmann 
ﾖｰｸ･ﾊｰﾄﾏﾝ 

執⾏役員 
技術開発本部副本部⻑ 兼  
FORXAI事業統括部副統括部⻑ 

執⾏役員 
IT企画、FORXAI事業推進 担当  

岸 恵⼀ 

 
 
＜参考︓執⾏役⼀覧（2023年4⽉1⽇付）＞  

役 職 ⽒ 名 担 当 

代表執⾏役社⻑兼 
CEO ⼤幸 利充  

執⾏役会⻑ ⼭名 昌衛  

専務執⾏役 藤井 清孝 プレシジョンメディシン事業担当 兼  
REALM IDx, Inc. 会⻑ 

専務執⾏役 畑野 誠司 特命担当 

常務執⾏役 葛原 憲康 経営企画本部⻑ 

常務執⾏役 江⼝ 俊哉 技術担当、画像IoTソリューション事業、映像ソリュー
ション事業 担当 

常務執⾏役 岡 慎⼀郎 ⼈事、総務、秘書、危機管理、ダイバーシティ推進 担当 

常務執⾏役 ⻲澤 仁司 
インダストリー事業開発、センシング事業、光学コン
ポーネント事業、IJコンポーネント事業、機能材料事業 
管掌 

常務執⾏役 平井 善博 経理、財務、リスクマネジメント 担当 

 
＜参考︓執⾏役員⼀覧（2023年4⽉1⽇付）＞  

役 職 ⽒ 名 担 当 

上席執⾏役員 ⼤須賀 健 特命担当 

上席執⾏役員 武井 ⼀ オフィス事業本部⻑、 
コニカミノルタパブリテック株式会社 代表取締役社⻑ 

上席執⾏役員 伊藤 孝司 化成品事業担当 

上席執⾏役員 杉江 幸治 品質本部⻑ 

上席執⾏役員 植村 利隆 プロフェッショナルプリント事業本部⻑ 
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上席執⾏役員 ⼩林 ⼀博 ヘルスケア事業本部⻑ 

上席執⾏役員 伴野 篤利 DW-DX事業本部⻑ 兼 DW-DX事業本部IIM事業部⻑ 兼  
画像IoTソリューション事業副担当 

上席執⾏役員 吉村 裕介 FORXAI事業統括部⻑ 
兼 QOLソリューション事業担当 

上席執⾏役員 ⼀條 啓介 コニカミノルタジャパン株式会社 代表取締役社⻑ 

上席執⾏役員 岡村 美和 広報部⻑ 兼 IR担当 

上席執⾏役員 須原 清貴 Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 
Geschäftsführer (President) 

上席執⾏役員 ⽟井 昭 法務部⻑ 兼 知的財産、IT企画、コンプライアンス 担当 

上席執⾏役員 村⼭ 明⼦ 取締役会室⻑ 兼 経営監査担当 

執⾏役員 ⾼⼭ 典久 欧州IIM事業、欧州画像IoTソリューション事業 担当 

執⾏役員 野村 由之 光学コンポーネント事業部⻑ 

執⾏役員 
Salvatore 
Errigo 
ｻﾙﾊﾞﾄｰﾚ･ｴﾘｰｺﾞ 

Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc. President 
& CEO 

執⾏役員 
Joerg 
Hartmann 
ﾖｰｸ･ﾊｰﾄﾏﾝ 

Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, 
Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH 
President & Managing Director 

執⾏役員 ⼤久保 賢⼀ 機能材料事業部⻑ 

執⾏役員 岸 恵⼀ 技術開発本部副本部⻑ 兼 FORXAI事業統括部副統括部⻑ 

執⾏役員 森 ⻯太郎 イノベーション推進室⻑ 

執⾏役員 ⼤⻄ 邦彦 ⼈事部⻑ 

執⾏役員 ⼤道 由起 オフィス事業本部副本部⻑ 

執⾏役員 加藤 花⼦ デザイン担当 兼 IT企画副担当 

執⾏役員 三上 健太郎 センシング事業本部⻑ 兼  
センシング事業本部アドバンストセンシング事業部⻑ 

 

※同⼀役位内において、就任順・五⼗⾳順にて記載 
※会社法における役員は「執⾏役」(執⾏役員は⾮該当)です。 
※次期の取締役候補者（2023年6⽉開催予定の定時株主総会にて決定予定）につきましては、本⽇付けのニュース
リリースにて別途発表しています。 

 

――――――――――――――― 報道関係お問い合わせ先 ――――――――――――――― 
 

コニカミノルタ株式会社 広報部  
https://enq.konicaminolta.com/n/form/yjlb/ZFGUfDCeQTkMPHLL-48BH 

 


