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2019 年 6月 19 日 

役員人事異動のお知らせ 

富士フイルムグループの富士ゼロックス株式会社(本社：東京都港区赤坂、社長：玉井 光一)は、本日開催された

定時株主総会において、取締役および監査役の改選を行いました。本日付の執行役員および顧問の異動と

合わせて以下の通りお知らせいたします。 

新任取締役-６月 19 日付 *下線部が変更点 

新職務 旧職務 氏名 

取締役 常務執行役員 

エンタープライズドキュメントソリュー

ション事業 管掌 

兼 エンタープライズドキュメントソリ

ューション事業本部長 

常務執行役員 

エンタープライズドキュメントソリュー

ション事業 担当  

兼 エンタープライズドキュメントソリ

ューション事業本部長 

おかの まさき 

岡野 正樹 

取締役 常務執行役員 

国内営業 担当 

常務執行役員 

国内営業 担当 

さかもと まさし 

阪本 雅司 

 

退任取締役 – 6 月 19 日付 

 宮﨑 剛（取締役 専務執行役員退任 6 月 19日付で富士フイルム株式会社 執行役員 イメージン
グ事業部長に就任） 

 大西 康昭（常務執行役員 再任） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



新任監査役-６月 19 日付 *下線部が変更点 

新職務 旧職務 氏名 

富士ゼロックス株式会社 監査役 

富士フイルムホールディングス株式会社

執行役員 

経営企画部 副部長 

全社改革・経営計画・連結経営管理・ 

事業戦略・富士フイルムウエイ推進・ 

物流効率 管掌 

富士フイルム株式会社 取締役 執行役員 
経営企画本部長   

富士フイルムウエイ推進室・全社改革・

物流効率 管掌 

富士フイルムホールディングス株式会社 

執行役員 

経営企画部 副部長 

全社改革・経営計画・連結経営管理・ 

事業戦略・富士フイルムウエイ推進・ 

物流効率 管掌 

富士フイルム株式会社 取締役 執行役員 
経営企画本部長   

富士フイルムウエイ推進室・全社改革・

物流効率 管掌 

ひぐち まさゆき 

樋口 昌之 

 
退任監査役 – 6 月 19 日付 

 松下 衞 
 

 

執行役員の異動-６月 19 日付 *下線部が変更点 

新職務 旧職務 氏名 

取締役 専務執行役員 

国内営業、サービス統括、本社全般 管掌 

取締役 専務執行役員 

本社全般 管掌 

よしざわ まさる 

吉沢 勝 

取締役 専務執行役員（昇任） 

グラフィックコミュニケーションサービ

ス事業 管掌、経営企画・事業戦略 担当  

兼 総合企画部長 

取締役 常務執行役員 

経営企画・事業戦略 担当  

兼 総合企画部長 

まかや ひさのり 

真茅 久則 

取締役 執行役員 

海外営業 管掌  

兼 アジアパシフィック営業本部長 

兼 富士ゼロックスアジアパシフィック

ピーティーイーリミテッド プレジデント

&チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 

取締役 執行役員 

アジアパシフィック営業事業 担当 

兼 アジアパシフィック営業本部長 

兼 富士ゼロックスアジアパシフィックピ

ーティーイーリミテッド プレジデント&チ

ーフ・エグゼクティブ・オフィサー 

とものう むつき 

友納 睦樹 

執行役員 

中部・西日本  販売統括 

執行役員 

国内営業戦略・計画・推進、営業力強化 担

当  

兼 スマートワークイノベーション戦略実

行担当 

ひらの ひろゆき 

平野 博之 

執行役員 

全社改革、情報化戦略、全社品質保証機能  

担当 兼 全社改革室長 

執行役員 

全社改革、情報化戦略 担当  

兼 全社改革室長 

ないとう けいいち 

内藤 恵一 

執行役員（新任） 

国内営業戦略・計画 担当  

兼 販売戦略推進部長 

販売戦略推進部長 
はたぶ たいいち 

旗生 泰一 



新職務 旧職務 氏名 

執行役員（新任） 

人事、総務、コンプライアンス＆リスクマ

ネジメント 担当  

兼 人事部長 

人事部長 
みやた りょう 

宮田 亮 

執行役員（新任） 

東日本  販売統括  

兼 中央営業事業部 第一営業統括長 
中央営業事業部 第一営業統括長 

にしむら よしひと 

西村 義人 

執行役員（新任） 

オーストラリア・ニュージーランド地域営

業 担当  

兼 富士ゼロックスオーストラリア会長 

兼 富士ゼロックスニュージーランド会長   

兼 富士ゼロックスドキュメントマネジメ

ントソリューションズ会長 

FUJIFILM Holdings America 

Corporation 社長  

兼 FUJIFILM North America  

Corporation 社長 

すぎやま けん 

杉山 健 

 
 

退任執行役員 – 6 月 19 日付 

 高木 純（常務執行役員退任、6 月 20 日付でエグゼクティブアドバイザーに就任） 

 
退任顧問 – 6 月 19 日付 

 栗原 博（特別顧問退任） 

 徐 正剛（顧問退任） 

 

＜2019 年 6 月 19 日以降の取締役および監査役の体制＞ 

取締役 

代表取締役会長 古森 重隆   （再任） 

代表取締役社長 玉井 光一   （再任） 

取締役   吉沢 勝   （再任） 

取締役   真茅 久則  （再任） 

取締役   種田 乾吾  （再任） 

取締役   岡野 正樹  （新任） 

取締役   阪本 雅司  （新任） 

取締役  友納 睦樹   （再任） 

取締役   助野 健児  （再任） 

取締役   ジョン・ビセンティン （再任） 

取締役   スティーブン・ジェイ・バンドローザック （再任） 

取締役   ザビエル・ハイス  （再任） 

監査役 

監査役   境 裕之    

監査役  佐野 茂    

監査役  樋口 昌之  （新任） 

監査役  塩川 哲也    

 
  
・Xerox、Xerox ロゴ、および Fuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。 


