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お客様と

をつなぐ
http://www.marumo-c.com

たいへんを、カンタンに
手間のかかる日々の業務は、デバイスやアプリで効率化しませんか?
業務に合わせてアプリを選び、複雑なワークフローを効率化できます。

すぐに、みんなで

複合機IMCシリーズ

ドキュメントをクラウド管理すれば、チームの連携がスムーズに。

「はたらく」は、もっとインテリジェンスに。

いつも、ここちよく

働く人の業務を快適にし、コラボレーションを促し、
一人ひとりの個性をのびのびと発揮する、
より自由で創造的な働き方をかなえるために

働く場所や社内外の区別なく、すばやい情報共有が可能になります。

ストレスフリーな使い心地で、「はたらく」をもっと快適に。

RICOH Always Current Technologyで、常に新しい機能をご提供します。

A3デジタル複合機(フルカラー&モノクロ)

再生機(リコンディショニング機)

エントリーモデルからハイエンドモデルまで、幅広く選べる製品ラインアップ

A4デジタル複合機(フルカラー&モノクロ)
プリンター複合機(レーザー&ジェルジェット）
デジタル広幅複合機

はがきサイズからA0サイズまで対応
スキャン、FAX機能も備える広幅複合機

コンパクトサイズで高性能。
つまり、場所を選ばない。
デスクトップから、働き方改革を実現。

カラープロダクションプリンター
より美しく、頼もしく、幅広く。強化した用紙対応力、
PODの可能性を広げる新世代プロダクショプリンター
生産性と品質を両立し、多彩な表現力で
お客様の業務拡大を強力にサポートします。
ノーカーボン紙の出力、凹凸紙印刷にも対応

最新のデジタルA3複合機、A4サイズの小型複合機、A0判対応の広幅複合機など、
幅広い機種をご用意。お客様に最適な機種をご提案します。

スキャンがもっとカンタンに

「書類探し」にかけていた時間から解放されよう

ワンランク上の文書管理を

「Speedoc」は、よく使う人には快適に、
たまに使う人にはよりシンプルに、「スキャン」を
活用いただける複合機上のソリューションです。
スキャンの手間を減らし、文書のデジタル化、
スキャンした文書の二次活用など、生産性の向上に貢献します。

分かり易く、使い易いスキャン

OCRでファイル検索もらくらく！
スキャンすると同時に文書の中身を読み取ります。
これまで文書探しにかけていた時間を短縮できます。

保存したい場所が

リモートワークを促進する
FAX受信連携とクラウド連携

わかりやすい!
パソコンに作っておいた
ファルダが、複合機のパネル
に自動表示、カンタンに保存先
フォルダを選択できます。

ファイル名を

情報セキュリティを意識した運用も可能

カンタン登録!

宛先情報を複合機に残さない"Liteスキャン"
個人認証に対応し間違い保存を防ぐ"Myクイックメニュー"

取引先名や書類名など
利用頻度の高い語句を
あらかじめ単語登録。
ファイル名の一部として
選択でき、リネーム作業
の手間が省けます。

文書保存に重要なタイムスタンプに対応

Liteスキャン
パソコン側から
簡単にボタン作成

共有フォルダの設定や
パスワード変更時の
再設定が不要となり、
スキャンを簡単便利に
ご利用いただけます。

Myクイックメニュー

紙文書の電子化から、データ管理活用まで。
複合機のタッチパネルで思いのままに。
紙文書の電子化は、だれでも楽々スキャンで実現
見積書などをパソコンやサーバーでMicrosoft Office
の文書に変換。ExcelやWordで編集できる。
Ridoc Document Systemと連携すれば、
カンタン操作で業務を効率化。

複合機とクラウドの連携をさらにすばやく、使いやすく。
オンラインストレージを通じて、情報共有をシームレスに。

オフィスのニーズを、複合機のタッチパネルで可能にする
ソリューションです。
業務に合わせて、必要な機能をお選び下さい。

*********************************
『リコー個人認証システム』
ニーズに合わせて自在に構築できるICカード認証で、
より使いやすく、機能的なセキュリティ環境を実現。
情報漏えい抑止のほかに、TCO削減にも貢献します。

ドキュメント配信システム
Ridoc GlobalScan Version2
ペーパーレスファクスと紙文書の電子化を促進し、業務の効率化を実現する、
ファクス受信文書とスキャン文書のドキュメント配信システムです。
文書管理システムとの連携、画像ログキャプチャー機能によるセキュリティ
強化にも対応。

『カンタン私書箱プリント AE2』
リコー カンタン私書箱プリント AE2は、ミスプリントを防いで
コスト削減をはかり、セキュリティ対策にも大変有効で、
環境に優しいオフィスを実現できます。
こんなことにお困りではありませんか？
☑出力したはずの印刷物が見当たらない
☑ミスプリントや不要な印刷物が多い

それは、あなたの働き方をもっとスマートに進化させるアプリケーション

できること
できること
*********************

スキャンした文書を移動中にスマートデバイスで確認したり、
チーム共有のクラウドに保管されたドキュメントから欲しい企画書をすぐに探してプレゼンしたり、
オフィスの複合機からパソコンを使わずに必要な申請書を印刷したり。
クラウド型のアプリケーションが、あなたの業務を今までになくスマートに、そしてインテリジェントに。

他アプリケーションも揃えております。

レーザー&ジェルジェットプリンター

ジェルジェットプリンター

カラーレーザープリンター

ワークグループにデスクサイドに、インクジェットの
常識を覆す新カテゴリープリンター

様々なカラープリントニーズに、
低ランニングコスト&高生産性で応えるラインアップ

モノクロレーザープリンター
業種・業務に合わせた豊富なラインアップ

高速カラープリンター オルフィス
オフィスのプリントワークを変える高速カラープリンター、プリンターの力が仕事の力となります。

ご提案いたします

FTシリーズ

GLシリーズ

世界最速のプリントを実現する、経済性に優れた高速カラープリンター。
オプションを追加することで封入封かんからくるみ製本、ステープル作業
まで自動化し、あらゆる現場の生産性を向上します。

経済的なプリントコストに加え、毎分140枚の小型サイズの高速プリンター。
一度に手間なく大量の印刷を可能にする給紙・排紙オプションなどを備え、
あらゆる仕事の印刷業務に高い生産性を実現します。

デジタル印刷機 リソグラフ
多枚数プリントの生産性を高める、高速デジタル印刷機。
低ランニングコストとハイスピードプリントで、チラシや教材などの作成をサポート。
2色・単色 150枚/分

両面(最高) 100枚/分

単色・190枚/分(939/939G)150枚(935Ⅱ/635Ⅱ/625Ⅱ/525Ⅱ)

基幹業務アプリケーション
月々の支給・控除項目を入力するだけのカンタンな給与計算ソフト、様々な雇用形態に対応可能な勤怠管理ソフト
日常の伝票入力だけで、元帳・試算表・決算書の作成・各種管理帳票の出力が可能な財務会計ソフト
煩雑な伝票入力を簡略化し様々な帳票や書類を即座に作成する販売管理ソフト、仕入在庫管理ソフト、
業務効率化を後押しする顧客管理ソフト
弊社ではOBC,PCA.応研とお客様にあったベンダー各社のソリューションを取り揃えております。

SERIES

会計

商魂

商管

医療法人会計

公益法人会計

選べる3つのプラン
PCAクラウド
PCAサブスクリプション
オンプレミス_パッケージ
会計ソフト
給与・人事
就業管理ソフト
メンタルヘルス
対策サービス

給与

様々な機能を持つ会計ソフトの決定版。複雑かつ独自の会計機能
を求められる建設業や公益法人、社会福祉法人、医療法人向けの
製品や、小規模事業者様向けのソフトもラインナップ。
月次の給与計算から年末調整などもおこなえる給与計算ソフトを
はじめ、人事管理や就業管理に最適化されたソフトや
メンタルヘルス対策サービスもラインナップ。
電子申告対応、制度改正にも迅速に対応。

人事管理

固定資産

社会福祉法人会計

販売管理・仕入
在庫管理ソフト

販売業務と仕入れ在庫管理業務のデータ共通管理
が可能。ロット管理機能にも対応したラインナップ
で販売促進をサポート。

税務計算
ソフト

固定資産・法定調書・法人税・消費税・所得税と
いった様々な税務計算にそれぞれ対応したソフト
で業務効率化を推進。

クラウド型ドキュメント管理サービス

PCA Hub eDOC

経営戦略をサポートする大臣シリーズ

紙で進めていた業務をデジタル化できる
『大臣スマートサービス』
証憑保管や経費精算、フィンテック、年調申告、
打刻、明細配信、マイナンバーの各サービス等々、
トータルで価値を語提供致します。

変化に強く、安心して長く使い続けられるシェアNO.1 基幹業務パッケージ『奉行11シリーズ』
めまぐるしい環境変化にいち早く・確実に対応し、企業の成長に合わせて選べる豊富なラインナップを揃えており、
将来にわたって安心して利用できます。

奉行クラウドは、集約した業務
データを企業の誰もが安全かつ
自由に活用できビジネスを
加速できる環境を提供します

従業員の働き方改革を実現する「奉行クラウドEdge」
奉行クラウドEdgeは、従業員が行う申請等の定型業務の業務プロセスを改善し、
従業員とバックオフィス双方が生産性高く働ける環境づくりに貢献します。

勤怠管理を自動化し業務時間
を9割削減

ひとりひとりの業務の無駄を
ゼロに

企業内すべてのマイナンバー
業務を手間なく安全に

小口現金・立替精算がなくなる

メンタルヘルスケアの第一歩を 目標管理の運用を「仕組化」できる
踏み出せる

画像要件のチェック

適正事務処理要件

帳簿との相互関連性の確保

ヴァージョン管理

タイムスタンプの付与

検索機能の確保

請求書を完全ペーパーレス化

人材情報を整備し「見える化」
できる

年末調整時期の残業にさようなら 毎月の明細書配布が驚くほど
速く終わる

組織と人材を分析できる仕組み
により育成プランの作成を支援

領収書などの証憑管理を
もっとかんたんに

画像の読み取り条件チェック
仕訳伝票に添付する際、
制度で求められる要件を
満たしているファイルか、
自動でチェックします。

勘定奉行[電子帳簿保存法対応版]とは、「奉行Edge 証憑保管クラウド」と
「勘定奉行」を合わせた総称です。

帳簿との相互関連性 タイムスタンプ自動付与 証憑の検索・参照
の確保

仕訳に添付された証憑と
国税関係帳簿との相互関連性を
確保します。

仕訳伝票に添付すると自動で
タイムスタンプが付与されます。

クラウド上に保管された
証憑データを簡単に検索し、
参照できます。

入力者情報の保持

伝票登録したアカウント情報を
保持することができます。

修正・削除の履歴

伝票を修正・削除した履歴を
自動的に記録します。

簡単に、さまざまな帳表を作成。
見積書・請求書などの各種帳票をクラウド上でミスなく簡単に作成できます。
「区分記載請求書等保存法式」へも対応しています。

送付業務の手間を大幅に削減。
セキュア送信、もしくは、印刷・封入・投函の郵送代行が利用可能です。
販売管理システムと連携した請求書送付も可能です。

連携も承認もクラウドで完結。
請求管理クラウドサービス
メイクリープス

書類のクラウド化で部署間連携が簡単に。
いつでもウェブ上で承認・確認ができるため、時短にもつながります。

改正電子帳簿保存法に対応。
MakeLeapsにて書類の作成・送付をすることで、
改正電子帳簿保存法の要件を満たす電子保存が可能になります。

就業・勤怠ソフト
勤務時間等の自動集計や
給与ソフトに連動するデータの作成はもちろん、
変形労働時間制への対応をはじめ、
あらゆるニーズにきめ細かくこたえる先進機能を満載。
貴社のコンプライアンスのもと、業務の効率化・高速化・人件費
の適正化をバックアップします。

テレタイムZシリーズ

従業員の勤務実態を
精確なデータに見える化する
「就業管理のプロフェッショナル」なクロノス社
そのクロノス社の「テレタイムZ」は、就業管理のために
作り上げた最高峰なタイムレコーダーです。
◇時間集計タイムレコーダー
◇時刻記録タイムレコーダー

勤怠管理と工事ごとの労務管理が同時に行える!

******************

『アマノ勤怠管理システムラインアップ』

働き方改革対策に最適!

入力された日報データを元に工事ごとの労務費集計
と勤怠集計が同時に行え、集計にかかっていた作業
時間やコスト削減を可能にします。さらに日報未提出
・工事ごとの労務費集計と勤怠集計を同時にしたい
一覧や残業の見える化、有休取得管理機能など多彩
・日報入力や管理の徹底と効率化したい
な機能でより正確な勤怠管理をサポートします。
・残業や有給取得の見える化がしたい

日報入力機能

クラウドシステムなので
導入コストを大幅に削減!

スマホ・タブレット対応で
現場からどこでも入力・閲覧可能

工事台帳・原価管理機能

大切な情報を集約して一括管理

クラウドシステムを使った簡単どこでも日報入力＆
簡単操作のらくらく帳票出力でお客様の業務の
効率化を支えます。日報管理以外にも、工事台帳や
原価管理、売上請求管理から仕入先管理、労務管理
などに加えグループウェア機能も搭載した建設業向け
業務支援システムです。
見積管理

工事台帳

実行予算

日報入力

原価管理

支払査定

売上・入金管理

問合画面
帳表出力

スケジュール

工事ごとの詳細情報を取りこぼすことなく管理
各工事別の工事台帳として一括管理することで材料費や労務費、外注費や細かい経費情報を始め入金状況や原価・粗利益の合計なども反映、工事情報を把握することが出来ます。

************ 生産性向上をしっかりとサポート

土木工事積算アプリケーション
簡単・正確・安心をお届け！
入力作業の操作を簡単にし、
作業全体の処理速度を大幅にアップします。
国土交通省「新土木工事積算大系」に準拠し
工事工種の体系化を実現。
新土木積算大系ガイドから各レベルを選択することで
設計書構成を一括で自動作成します。
国土交通省および山梨県で取り入れた
施工パッケージ型積算に対応。
土木工事施工管理システム
電子納品はもちろん、情報化施工や
工事成績UPなど土木工事の施工管理
業務をトータル的にサポートします。
目的に合わせて必要なソフトウェアを
組み合わせて、導入することができます。
入札・契約

工事共有システム

施工計画・工程管理

測量計算・図面作成

施工管理

検査・電子納品

EX-TREND武蔵（エクストレンド武蔵）は、工事に必要な測量計算、CAD、出来形・写真・
品質管理、電子納品などをパッケージした土木施工業向けオールインワンシステムです。
i-Constructionで必要不可欠な3次元設計データの作成から日々の施工管理まで、
現場の生産性向上をサポートします。 工事成績アップを支援するNETIS登録技術を取得

WEBシステムで、公共工事の生産性を向上！
公共工事における受注者、発注者間のさまざまなやり取りをWEBシステムを
通して行うことで、「工事帳票の処理の迅速化」「日程調整の効率化」等を図り、
移動時間・調整時を削減し、工事の生産性向上につなげます。

多様な工種かつ多数の工事で採用

様々な形式に対応した3Dビュー [Rev.5.3対応]

国土交通省地方整備局・農林水産省各農政局・各県※ ・北海道開発局での
道路工事、河川工事、農業土木、コンサル業務と多様な工種かつ多数の工事
で採用されているシステムです。工事打合せ簿、材料確認書等をインター
ネット上で簡単に作成でき、書類の確認・決裁がスピーディに行えます。

CADソフトをお持ちでない場合でも、工事情報共有システム上で、3次元で表示す
る事ができます。P21、SFC、IFC、LandXML、LAS形式に対応。現場の見える化
につながります。

「工事書類に関わる業務」を効率化！

デキスパートと連携し、電子納品を効率化

ワークフロー機能やワンデーレスポンス機能など、多彩な機能が業務効率UPを実
現します。さらに、発議書類確認機能を搭載。総括監督員または現場代理人に指定
した権限者のみ、単純な入力ミス等への対応や最終決裁が完了した帳票を削除で
きます。

「電子納品支援システム」「電子納品支援システム 営繕版」で取り込むことが
できます。デキスパートをご利用いただければ、スムーズな連携で、書類作
成だけでなく、電子納品までの業務効率化を実現します。

**********************************

デジタル工事写真の小黒板電子化対応ソフトウェア。
実測値の記録と工事写真の撮影をスマートフォン1台で運用可能に。
電子小黒板の有効活用で、土木現場の安全確保や効率化が実現。
電子小黒板の改ざん検知機能搭載
電子納品にも安心してご利用できます

革新的なスマート施工を実現する「ICT施工現場端末アプリ」
快測ナビは、TOPCON製などの各測量機器と連動し、複数名で行っていた
現場での位置出しや丁張設置、施工段階のチェックな作業を
「ワンマン」で行うことができるICT施工現場端末アプリです。

業務効率が向上するシステム連動
記録した実測値、撮影した写真を
クラウドのKSデータバンクに保管。
紛失等のトラブルからデータを守ります。
さらに、デキスパートを一緒に使えば、
業務効率が飛躍的にアップします。

測量機器
使いやすさと耐久性を追求した
製品をご用意しています。

**************************************************

写真、アルバム、完成図書、出来形、日常管理など、電子納品に必要な機能を全て
統合いたしました。電子納品支援ツールや工事写真管理ツールなど、これらの機能を
すべて統合することにより、統一された操作感と、抜群の安定性が確保されています。

測量現場,必須のアプリケーションソフト

福井コンピュータグループは
測量CADシステム「TREND-ONE」を主軸とした
ソフトウェア群で、全国約2万5千社の測量業や
土地家屋調査士業などの業務支援を行っております。

************************************************************************
ARCHITREND ZEROは間取りや屋根などの基本データから、
瞬時に3Dモデルを作成し、各種図面や書類、建築CGパースなどを一気
通貫で作成する建築CADソフトです。

***************************************

◇多彩な手法で基本設計
操作性を高め効率化を促進
◇変化をチャンスに法改正を味方に
素早く、正確に。設計スタイルにあわせて
高速オペレーション
◇利益確保の形をつくる
徹底的に省力化した的確な積算ワーク

『坪拾い』は、住宅を建てる際に必要となる外壁材や屋根材の拾い出し作業を、手拾い
と同じ感覚で拾い出しでき、材料も同時に拾い出せるソフトウェアです。手作業に比べ、
手間や時間を削減でき、精度も高めることができます。

◇あらゆる工法を思いのままに
構造設計をより手軽に合理的に
◇こころ動かす提案力
全てを進化させたプレゼン手法

『平兵衛くん』は平面図をもとに、手拾いと同じ感覚で拾い出ししながら、内装に関する
拾い出し作業を行えます。手拾いの手間や時間の削減に加え、原価数量を簡単に算出
できるため、内装拾い出しのお悩みを解消いたします。

「ALTA Revolution」は、プラン作成からプレゼン、積算・見積、設計、
法規チェック、伏図・構造計算まで行える住宅営業支援システムです。
設計士が利用する建築CADとは異なり、商談段階で利用し、受注を獲得
する為のツールです。意匠図から構造図の作成を簡単・スピーディーに
行え、改正建築士法にも対応します。

設備ソリューション

水道設備業様向けの CAD「ANDES水匠」や電気設備業様向けのCAD「ANDES電匠」
積算、原価管理など 様々な業務を支援できるソリューションをご紹介します。

********************************************************

製造業様向けソリューション

理想的な設計製造現場の改革へワンストップでご提案いたします。

3DCAD

3Dプリンター
強力な設計機能を備えたSOLIDWORKSは、
直感的なユーザーインターフェイスにより
設計プロセスの加速化と迅速な生産性向上を実現

3Dスキャナ

対象物の凹凸を感知して3Dデータとして取り込みます。
表面形状を三次元座標値を取得します。
対象物に触れることなく形状を取得でき、接触型やレーザー光
を使用するスキャナと比べると高速に測定がおこなえます。

製品や部品などの「デザイン検討」や
「機能検証」に欠かせない3Dプリンター
最近ではテストパーツや冶具を作成のツールとし
ても活用され業務効率化につながっています
3DCAD/CAM
設計から製造までの工程において製品設の
3次元データを効率よく利用することは
ものづくりの革新につながっていきます。

介護福祉業様向けソリューション

NDソフトウェアの介護ソフト（介護システム）「ほのぼの」シリーズは、
平成24年4月介護 保険改正対応！操作性・連携性・利便性・安心感をテーマに
介護現場をサポートすべく、 マルチフィットを目指します。
『ケアパレット』を導入によって

①ご利用者様の情報
(フェイスシート、ケース記録、事故報告書等）
の記録情報の共有化を図りたい。
②ご家族様への説明資料作成に
費やす時間を削減したい。
③記録入力において転記作業に
費やす手間を削減したい。
④簡単に統計資料を作成したい。

ユニット型施設で
「暮らしの継続の場」造りに、
24Hシートの活用がお勧め!!

①ケア記録システム導入により情報を共有
できたことで、ご利用者様の状態把握が可能。
②ご家族様への説明資料が的確で分かり易く
なり、短時間での作成が実現。
③1回の記録で日誌等に記録されることで、
大幅な事務処理の負担を削減。
④情報のデータ化により、グラフ表示可能な
統計資料も簡単に出力が可能。

業務フローをカバーする豊富なソリューションで
介護現場をトータルサポート

【訪問介護専用システム】 CamiApp for RICOH

************************************************************************

介護の現場で大きな負担になっているのが毎日の記録と報告書作成。
この業務を軽減させるための音声入力システム『Voice fun ボイスファン』です。
キーボード入力と比較して書類作成に必要とする時間を大幅に短縮できます。
介護現場における事務作業負担を軽減し、残業の削減と従業員の疲労軽減に役立ちます。
介護福祉業界に特化し、業界用語にもすぐ変換します。
また、音声ファイルの読み込みにも対応していますので、
ケアマネジャーが出先でスマートフォンやボイスレコーダー等で録音した音声からテキスト化
録音内容をカンタンに入力することができます。

激務と言われている介護の現場にて、健康で安全な職場づくりために、施設基準や就業規則
などのルール遵守はもちろん、優秀な人材確保のためのシフト管理。
「資格を考慮したペアづくりが面倒」「勤務体系がたくさんありすぎて大変」など、現場スタッフから
の要望も『快決シフト君 ウェルネス』で実現。
また、シフト作成はもちろん、「常勤換算表」を簡単作成! サービス提供体制強化加算、
夜勤の職員配置加算にも対応します。
『福祉施設向けナースコール』
福祉施設のコミュニケーションを、
『ロボットスーツHAL』
よりスムーズに、より温かいものに。
移乗介助のような介助動作において腰部に
かかる負荷を低減することで、腰痛を
介護士、事務職員が
引き起こすリスクを減らします。
一体となって 入所者様・利用者様の安心を
これまで通りの介護を楽に行うことができ、
第一に迅速かつ細やかに応えられる
支えられる側だけでなく、支える側も支援します。
システムをご紹介します。

*****************************************************************************
保育園様向けアプリケーション 保育園業務支援システム
『Kid's View』は、インターネット環境があればすぐ利用できる、総合保育業務支援サービスです。
多忙な業務の中、日々の記録や提出資料作成に十分な時間が割けない先生向けのサービスで、
事務作業の効率化、園内のノウハウ・情報の共有、データの利活用できる環境を実現することにより、
残業時間の削減・保育の質向上が実践出来ます。

提供する機能は、園の運営・組の記録・園児の記録・指導計画・要録作成・保護者との連携の
6機能で、保育サイクルを全面的にサポートします。

汎用性の高い見積もり作成システムです。
初めに単価率や原価率の設定を決めたら
後は表示された画面に直接入力、
もしくはマスターから部材を選択すれば
見積や請求書を作成することができます。
また見積書・請求書の書式はあらかじめ登
録されている他、独自に作成することも
可能です。

フォーム名人ReBo
複写伝票も簡単に入力・印刷!!
思いの位置へ文字入力ができる当て打ちソフト
官公庁向けの提出書類、申請書、請求書等、
手書きが必要な種類も簡単に作成できます。
マニフェスト印刷にもおすすめです。

運送業様向けアプリケーション

自動車整備業様向けアプリケーション

運送管理業務は
配車業務や
支払請求業務、
経費管理など非常に
多くの業務があり、
業務が拡大するにつれ、システムなしでは
非常に管理が難しくなります。
「運送管理」は運送管理業務に必要な
機能をすべて網羅しており、配車業務から
請求業務はもちろん、車両や乗務員毎の
収支の把握、事業実績報告書の提出まで
トータルにサポートしています。

お客様のニーズに合わせて進化した
自動車整備業
システム
顧客獲得激化で
重要視されている
提案補助機能搭載の顧客管理ソフト
伝票発行・申請書類作成、また
使い易さで即応する板金見積ソフトなど、
お客様へのきめ細やかなフォローの実現と
自動車整備の日常業務の効率化を
サポートし、お客様の囲い込みを支援。

不動産業様向けアプリケーション
賃貸物件
総合管理システム
物件・契約管理、家賃の
請求・督促・入金処理を
一元管理し、情報処理のミス・ロスを大幅
に軽減することができます。
賃貸業務から管理業務までサポート
不動産業様に特化したアプリケーションを
紹介します。

************************************************************

企業ホームページ作成アプリケーション
インターネットの普及に伴い、企業ホームページは「なくてはならない」ものになっています。
しかし、ホームページが「ただあるだけ」では十分な効果を得ることはできません。
効果を得るためには継続的な運用と分析、改善を行いながら「育てる」ことが必要です。
ホームページを「育てる」ために役立つ機能とサービスで、誰でも手間なく簡単に作成から運用まで、全力でサポートいたします。
ディーエスブランド

メールやLINEで情報伝達!!

おりこうブログAIは、ホームページ作成機能を中心に、アクセス解析やチャットボッド、
メッセージ配信、カタログ作成など多彩なツールが盛りだくさん。それぞれを個別で契約
する必要はありません。ひとつの管理画面で連動して利用が可能なので、手間と費用を
抑えてオールインワンでお客様の事業に貢献します。

使いやすい管理システムと、ホームページ作成・運用のプロがサポートするホームページサービス

スマートぺージ
オンライン
決済対応
採用を
後押し

全ページ
SSL対応

大判プリンター imagePROGRAF
CAD図面からポスター、ビジネス文書など
幅広い分野で高品質な仕上りを実現。
ニーズに応える抜群のインパクトとパフォーマンスを装備。

名刺やショップカードなどの紙メディア
の美しい印刷に加えて、
社員証や証明書カードなど高級感
のあるプラスチックカードやシール紙へ
の印刷もできる1台3役のコンパクト
カラーインクジェットプリンター。
高精細&高速で、小さなスペースに
も設置しやすい専用プリンター

TX/TMシリーズ
TAシリーズ
「ビジネスインクジェットプリンター」
経費削減

圧倒的な
低印刷コスト

高生産性

高速プリント
高い耐久性

ネットワークカメラ

カードプリンター

高画質

映像のキヤノンがお届けする
デジタル時代の監視システム。
いつでも、どこからでも監視が可能。
セキュリティを強化したい、
より簡単に使いたい、
ご要望に沿ったネッワークカメラを、
多目的に活用できるシステムを
ご提案します。

****************************************
Tシャツなど衣類やトートバック、クッションなど
布地に直接プリントできるガーメントプリンター
そのスピード、画質再現力に新たな価値を。

環境への配慮

文字がくっきり 低消費電力
長持ちする消耗品
にじみにくい

エプソンのプロジェクターは、すべて3LCD方式
ビジネスの提案力や情報を伝える大きな力になります

基本機能をコンパクトに。
スマホプリント、Wi-Fiも手軽に使える
シンプルモデル
一歩先ゆく新感覚のモノクロハンディープリンター
これが印刷の新しいカタチ。
いろんな業務にフィット
製造...製造指示書へのQRコード/部品札への当て打ち
流通・小売・サービス...熨斗への記名
倉庫・物流...段ボールへのバーコード
一般事務...名刺への追記/封筒へのスタンプ/祝儀の記名

チームコラボレーションの「場」となる
『インタラクティブホワイトボード』

会議発表時にパソコンやタブレットから、プロジェクターやディスプレイへ
簡単にワイヤレス投影が⾏えるプレゼンテーション⽤機器です。
送信機をパソコン・タブレット・書画カメラなどの機器に、受信機をプロジェクターや
液晶ディスプレイ、RICOH Interactive Whiteboardにつなぐだけで、
ワイヤレスで映像・⾳声を出⼒できます。

パソコンなどのデータを
映し出すだけでなく、
専用電子ペンでデ
ィスプレイに直接書き込んだり、
離れた拠点と書き込みを
共有できる。
創造性あふれる
新しいワークスタイルのために。

超短焦点モデルからレーザー光源のハイエンドモデル、またハンディタイプまでラインアップ。
設置場所や機能、投写距離からお客様の目的にあったプロジェクターをお選びいただけます。

ビジネスフォン

Webカメラ
パソコンに接続するだけで
Web会議やビデオチャットが可能。
会議や教育現場に。

ビジネスにおいて、通信環境は
必要不可欠です。環境を見直し、
コスト削減、さらには業務効率向上
も図れます。最適な通信環境を提案。

*********************************
業務用デジタルカメラ RICOH G800

ビジュアルな最新情報配信を、
カンタン&ローコストに実現!!
デジタルサイネージを活用した
新しい情報コミュニケーションがを。
その場所やコンテンツの内容はさまざま。
利用シーンにあわせたベストな
デジタルサイネージをご提案いたします。

妥協を許さないプロのために。
ハードな現場に必要な防水、防塵、耐衝撃。
緻密な画像が可能な有効1600万画素。
画像管理の手間を軽減するカメラメモ、
画像漏えいを防ぐ強固なセキュリティ性能。現場仕様が凝縮のデジカメ。

360°全天球カメラRICOH THETA
周囲360度の全景を丸ごと撮影
現地を立体的に見ることができ、実際にその場に
いるような感覚で現地を確認することができます。

入退室システム
入室規制と入退室履歴管理。
ニーズに合わせたセキュリティシステムをご提案します。

クリーンシステム
明光商会のシュレッダーは高い技術力や開発力で、常に業界をリードし、
オフィスシュレッダー国内シェアNo.1を誇っています。

フロアーがいつも清潔で
キレイに維持できていれば、
集客が増し、売上に貢献
するかとも考えます。
また、工場経営の基本の5Sの
推進として、作業改善、品質管理向上に
クリーンソリューションをご紹介いたします。

セキュアなドキュメント処理を。
お客様の規模、目的に応じて
最適な機種をご提案します。

***************************

*********************************

オフィス アメニティ

オフィスを「経営戦略のツールとして」 「人間の生活の場として」の視点から快適で機能的なオフィスをご提案します。
保管キャビネットへもセキュリティ対策を!!

まずはイスから!!

ICカード収納庫は利用者が
限定でき、セキュリティが
確保できます。
「いつ」「誰が」扉を開錠したか
履歴も残りますので、
不正に対する抑止力も発揮。

どんな人が座っても、
理想的な座り心地になるチェア。
体の動きを完全にフォローし、
どんな人の体格にもフィットする。
操作レスな体重感応メカを搭載。
理想的な座り心地をお試し下さい。
知的創造オフィス!!
お客様のニーズやご要望に対し、
最適で機能的、コストパフォーマンスに優れた
快適なオフィス空間をご提案します。
オフィスの移転やリニューアル時のオフィスプランニング
快適なオフィスづくりをお手伝い致します。

自分の働きたいスタイルを
スピーディーに創れるワークステーション。

*******************************************************************
オフィスサプライ
弊社は訪問販売を大切にして
おりますが、お客様の環境、
状況によってはご迷惑をかけて
しまうケースもございますので、
弊社は通販事業も併せて活用
させて頂いてます。お勧めする通販はカウネット。
コクヨをはじめ一流メーカーのオフィス用品、事務用品、文具、
OA・PC用品、生活用品、オフィス家具などを扱っています。
防災用品
災害が発生した時の「備え」は
お済ですか?

健康
経営
全自動血圧計 UDEX-i
血圧計、脈拍計などの医療系電子機器

快適なオフィス環境に
空気清浄機&加湿器を!!
ウィルスよりも微細な粒子を除去
世界最強レベルの空気清浄機

温湿度センサ付き高精度
Co2センサ

Co2濃度で密を見える化
「公助」「共助」が行き渡るまでに、 *********************************************
「自助」をいかにおこなうか、
安全・安心 「飲酒運転撲滅」
そのためには何が必要か。
業務用アルコール濃度測定システム
その日に備えるために保存食(非常食）をはじめ、ヘルメットなど
測定から、管理・記録まで。
貴社の安心を支える
おすすめの商品を組み込んだ防災セットを取り揃えています。
信頼トータルシステム
事務所のデスクサイドに防災用品があれば、いざという時に...
「備え」をご紹介します。

Microsoft Office 365と利活用・運用支援を提供します
■最新版のOfficeを月額料金で利用可能
■1ユーザー5台まで利用可能
有線LANよりセキュリティ・レベルが高いAruba無線LAN
■どこからでもファイルにアクセス可能
信頼性に優れた高速のWi-Fiを提供してネットワークを効率化し、
ネットワークにおけるモバイルとIoTの密度の向上に関するニーズの
ご利用に必要なユーザーの管理やライセンスの紐付け、パスワードポリシーや
多要素認証などの設定をお客さまに代わってすべてコンタクトセンターでおこないます。 増大に対応します。
※Officeの機能や操作に関するお問い合せは別途コールセンターを用意しております。

仮想デスクトップ×利便性
Shadow Desktopは、PC内のファイルをクラウドへ仮想化
クラウドを意識せず、PCにデータがあるかのように使えます。
データを持ち歩かず、どこでも仕事ができる環境を提供します。
バックアップ,BCP,情報漏洩,データ移行対策に有効!!
導入時における初期費用を抑え、
運用コストを大幅に低減した
クライアント仮想化製品

働き方改革に
最適なソリューションです。
***********************************************************

「情報セキュリティ対策」＋「IT資産運用」のトータル管理に必要な機能をオールインワンで搭載
クライアント運用管理ソフトウェアであるSKYSEA Client Viewは、クライアントPCをはじめ、
さまざまなIT機器やソフトウェア資産を一元管理することで運用管理を支援し、
より安全な情報セキュリティ対策やIT資産の有効活用をお手伝いするソフトウェアです。

***********************************
（type-U4 / U4 Pro）

IT支援サービス HOMEネットワークセキュリティサービス
セキュリティー・サービス『HOME-UNIT』は、オフィスのネットワークを外部からの攻撃や、
内部からの漏えいに備える総合セキュリティー・サービスです。
統合脅威管理(UTM)装置をお客さまのご要望にあわせて設定致します。
ファイアウォール機能をベースに、アンチウイルス、アンチスパム、Webフィルターリングなど、
さまざまなセキュリティー機能でオフィスを脅威から守ります。

**************************

エンドポイントセキュリティ

******************

「高いウイルス検出率」と「軽快な動作」を両立。マルチデバイスに対応し、
高度化・悪質化するマルウェアの脅威からあなたのインターネット生活を守ります。

***************

**************************

働き方改革による生産性の向上と安全なデータ共有・保管・復旧によるBCP ⁄ セキュリティ対策を実現
SSD搭載のローカルとクラウドストレージがシームレスに連携し、共有領域とバックアップ領域を提供。
データはリアルタイムで同期され、外出先やリモートワークでも社内とのタイムラグのないデータ共有を実現。
クラウド上の共有データは複製保管されると同時に、バックアップも自動取得されるため、BCPやランサムウエア対策にも有効です。

進化するビジネス・ニーズに対応

***********************************
時間や場所にとらわれず、
オフィスにある自分のPCを遠隔操作

************

高速な光回線でビジネスをサポート

パソコンのパフォーマンスを
アップするときに
検討したいのが、
起動ドライブを
SSDに換装

御社の

にお役立ち

◇営業本部
〒409-3845
中央市山之神流通団地2-3-5
TEL ：055-273-5500
◇吉田営業所
〒403-0004
富士吉田市下吉田3-33-3
TEL ：0555-22-3875
担当

主な取扱メーカー・ベンダーをご紹介しております。
記載できていないメーカー・ソリューションもありますので、
詳しくは営業担当までご相談ください。
2022.1作成

