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RICOHソリューション紹介
RICOH Value Presentation Online 2020では
４つのカテゴリーに分けてソリューションをご紹介します。
様々な職種職務の社員による
安心・安全な働き方改革をご紹介！

場所に捉われない新しい働き方の
ソリューションを業種別にご紹介！
リコージャパンが得意とする
建設・機械製造・介護・不動産・医療・
流通・運輸・印刷の8業種に向けた、
場所を選ばないデジタルな働き方を
ご提案します。

リコージャパンが実践している
非対面営業活動や請求集計業務、
テレワークなど、ニューノーマルに向けた
効率的な働き方を社員自らご案内します。

・New Normalの働き方にチャレンジしたいお客様

・建設/機械製造/介護/不動産/医療/卸・小売/運輸/印刷
各業種の現業部門のお客様

・チャレンジしたものの、新たな課題をお持ちのお客様
にオススメです！

にオススメです！

オフィスでも外出先でも自宅でも
安心のセキュリティ環境をご紹介！

「はたらくをよりスマートに」
デジタルによる業務の生産性革新をご紹介！
最新のアプリケーションや
デジタル技術によって、
企業内や企業間における業務プロセスの
自動化・省人化を実現する
ソリューションや事例をご紹介します。

様々な方向に拡がりを見せる働き方
でのセキュリティ対策を、
Mobile・Cloud・Office-Genba・
Managed Serviceに分類しご提案します。

・業務の生産性を向上し
New Normalの働き方へ チャレンジしたいお客様

・New Normalの働き方をスタートさせたものの、
セキュリティに不安を抱えているお客様

・労働人口減や属人化による後任育成など
事業継続に課題をお持ちのお客様

・更なるセキュリティ環境の強化を考えているお客様
にオススメです！

にオススメです！

実演販売士 まかせんしゃい井上氏が、
課題解決のヒントと各コンテンツの見どころを分かりやすくナビゲート！

各RICOHソリューション紹介の見どころについて
お客様の抱える問題や課題を
解決するためのヒントを交えて
年間40億円を売り上げる正統派実演販売士
まかせんしゃい 井上氏がご紹介します。
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合同会社まかせんしゃい
代表 井上

智嗣

様々な職種職務の社員による安心・安全な働き方改革をご紹介！
タイトル

対象

概要

実演販売士 まかせんしゃい 井上氏によるRICOHソリューション紹介コーナー
〜 様々な職種職務の社員による安心・安全な働き方改革をご紹介！〜
・New Normalの働き方にチャレンジしたいお客様
・チャレンジしたものの、新たな課題をお持ちのお客様
実演販売士 まかせんしゃい 井上氏が
様々な職種職務の社員による
安心・安全な働き方改革をご紹介！コーナーの
見どころをわかりやすくご紹介します。
実際にリコージャパン社員が活用している自社サービスについて
実践事例を踏まえてご紹介します。

タイトル

営業の生産性向上の裏側 〜テレワークとセキュリティ対策〜

対象

・テレワークを促進したいけれど、セキュリティ対策に悩んでいるお客様

概要

安心してテレワークを実施するためには、
セキュリティ対策が必要不可欠です。
日々の営業活動でテレワークを実施している
リコージャパンのセキュリティ対策の実践事例をご紹介します。

・テレワークポリシー策定コンサルティングサービス
・情報セキュリティポリシー策定支援サービス
紹介
・情報セキュリティ研修サービス
ソリューション
・内部監査支援サービス
・認証取得（更新）支援サービス

タイトル

テレワークでも円滑なコミュニケーションを 〜場所にとらわれない働き方〜

対象

・テレワークでもメンバー間でしっかりコミュニケーションを取りたいお客様
・Microsoft 365/Office 365を利用している、利用したいお客様

概要

急激な働き方の変更を余儀なくされ、
テレワークの必要性と可能性を実感されたことと思います。
テレワークで重要なコミュニケーションについて、
リコージャパンの社内実践事例をインタビュー形式でご紹介します。

・クラウドサービス for Office 365
・ HENNGE One
紹介
・ネクストセット ・シングルサインオン for Office 365
ソリューション
・サテライトオフィス ・メールアーカイブ for Arcserve
・Trend Micro Cloud App Security
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様々な職種職務の社員による安心・安全な働き方改革をご紹介！
新たな「働き方」を実現する「IT環境」の再構築 〜情報システム部門〜

タイトル

対象

・テレワークを推進するために、IT環境を見直したいお客様
・モバイル端末を活用していきたいお客様

概要

リコージャパンのMDM（Mobile Device Management）
活用法のご紹介を交え、マルチOSで利用できる
リコージャパンのMDMソリューションをご紹介します。

紹介
・MITS クラウドIT管理サービス2
ソリューション

AIと社員の知恵で請求書処理業務をデジタル化 〜経理・業務部門〜

タイトル

対象

・経理部門、業務部門のお客様
・業務に紙文書が関わるためにテレワークは難しいと考えているお客様
・業務内容が複雑で、システムの導入は難しいと考えているお客様

概要

業務品質を落とさず多様な働き方を実現することは
経理や業務部門の大きなテーマです。
お客様の請求書入力に関する
業務改善にお役立ちできるソリューションを
私たちが実践した運用ポイントを交えてご紹介します。

紹介
・RICOH Cloud OCR for 請求書
ソリューション

タイトル

LIVE配信

LIVE

RPA活用による仕事の変化。現場から見えてきたこと。 ~経理・業務部門~

11.18（水）15:30〜15:50
再放送：11.24（火）10:45〜11:05 / 11.26（木）16:30〜16:50 / 11.27（金）15:45〜16:05

対象

・単純作業や定型業務を効率化したいお客様
・RPAを活用したいお客様

概要

リコージャパンで様々な業務で実現してきた
業務のロボット化について、全国各地の様々な実務担当者が
導入から管理、運用までを座談会形式でご紹介し、
お客様のご質問にお答えします。

紹介
・リコーRPA活用支援サービス
ソリューション
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場所に捉われない新しい働き方のソリューションを業種別にご紹介！
タイトル

実演販売士 まかせんしゃい 井上氏によるRICOHソリューション紹介コーナー
〜場所に捉われない新しい働き方のソリューションを業種別にご紹介！〜

対象

・建設/機械製造/介護/不動産/医療/卸・小売/運輸/印刷

概要

実演販売士 まかせんしゃい 井上氏が
場所に捉われない新しい働き方の
ソリューションを業種別にご紹介！コーナーの
見どころをわかりやすくご紹介します。

各業種の現業部門のお客様

建設/機械製造/介護/不動産/医療/卸・小売/運輸/印刷
各業種の課題を紐解きながら、事例を踏まえてご紹介します。
タイトル

土木業・設備業・建築業 〜遠隔臨場省力化ソリューション〜

対象

・建設現場で三密を防ぎたいお客様
・テレワークを推進したいお客様
・営業力を向上させたいお客様

概要

工事現場の施工状況を遠隔から
リアルタイムで共有するソリューションや
図面のデジタル化で後工程の業務効率を向上させるソリューション、
リフォーム商談の提案力を向上させるソリューションをご紹介します。

・工事情報・遠隔臨場パック
紹介
・図面変換・社内外データ活用パック
ソリューション
・建築プラン360提案パック
タイトル

機械製造業 〜営業／生産管理業務効率化ソリューション〜

対象

・新しい販路を拡大したいお客様
・現場業務の省力化やミス防止を追求したいお客様

概要

HPを活用し既取引先以外の
新たな販路拡大を支援するソリューション、
取引先からの案件依頼への素早い対応を支援するソリューション、
設変での図面の変更箇所を素早く確認できるソリューションを
ご紹介します。

・どこでも見積提出パック
紹介
・販路拡大支援パック（Web活用モデル）
ソリューション
・図面比較効率化パック
タイトル

福祉介護業 〜コミュニケーション変革ソリューション〜

対象

・オンライン面会を導入したいお客様
・感染対策をしながら職員間のコミュニケーションもしっかり取りたいお客様
・職員のテレワークを推進したいお客様

概要

面会自粛下でのオンライン面会を支援するソリューション、
職員同士が密にならずにコミュニケーションを
活性化させるソリューション、場所を選ばない働き方で
業務効率を向上するソリューションをご紹介します。

・介護職員いつでもつながるパック
紹介
・介護施設オンライン面会パック
ソリューション
・ケアマネジャーテレワーク推進パック
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場所に捉われない新しい働き方のソリューションを業種別にご紹介！
タイトル

流通業（卸売業・小売業） 〜受注業務効率化ソリューション〜

対象

・受発注業務を効率化したいお客様
・ECサイトを活用して販売を強化したいお客様

概要

受注業務を紙で行うと出社しての対応が必要になる上、
転記の手間や入力ミスの恐れがあります。
本コーナーでは受注情報を電子化することで在宅勤務環境でも
受注業務の効率化が可能なソリューションをご紹介します。

・受注業務効率化パック（Web受注モデル BtoC版）
紹介
・受注業務効率化パック（Web受注モデル BtoB版）
ソリューション
・受注業務効率化パック（FAX受注モデル）
タイトル

不動産業 〜オンライン接客ソリューション〜

対象

・内見や重説などの接客業務をオンラインで行いたいお客様
・問合せ対応を効率化し、商談機会の損失を減らしたいお客様

概要

社会的なソーシャルディスタンスが進む中、
不動産業では来店数や内見数など入居者募集で影響が出ております。
本コーナーでは仲介営業を中心にオンライン・AIをキーワードにした
ソリューションをご紹介します。

・AI物件問い合わせソリューション
紹介
ソリューション ・不動産オンライン営業パック
タイトル

運輸業 〜業務効率向上ソリューション〜

対象

・点呼業務を効率化したいお客様
・労働時間管理を徹底したいお客様
・車両位置や作業状況を把握したいお客様

概要

「運輸業のデジタル化」を追求し段階を踏んでデジタル化を。
運送業ならではの新しい働き方改革について、
運行管理・輸配送・基幹業務でのお困り事・課題を解決する
ソリューションをご紹介します。

・勤怠管理パック
紹介
・点呼業務改善パック
ソリューション
・運行状況把握ソリューションパック
タイトル

印刷業 〜印刷ビジネスのデジタル化＆省力化〜

対象

・外出中にも資料確認やFAX受信文書を確認したいお客様
・テレワークを推進したいお客様
・印刷作業の品質を安定させたいお客様

概要

印刷業の受注案件で多くを占める『リピート受注』の、
営業から編集・デザイン、印刷までのワークフローを
デジタル化＆省力化をキーワードにした
場所に捉われない新しい働き方のソリューションをご紹介します。

・印刷業 リピート受注 社内外データ共有パック
紹介
・印刷業 遠隔デザインソリューション
ソリューション
・デジタルプリントソリューション
タイトル

医療 〜感染拡大防止のための非対面・非接触ソリューション〜

対象

・感染対策のため、対面、接触の機会をできる限り減らしたいお客様

概要

コロナ渦で医療機関は感染拡大を防止をしつつ
医療提供を継続する事が求められます。
通院中の市中感染や待合室での感染防止、
患者さんとの非対面・非接触による三密を避ける
ソリューションをご紹介します。

・オンライン診療支援ソリューションパック
紹介
ソリューション ・精算業務効率化ソリューションパック
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オフィスでも外出先でも自宅でも安心のセキュリティ環境をご紹介！
タイトル

対象

概要

実演販売士 まかせんしゃい 井上氏によるRICOHソリューション紹介コーナー
〜オフィスでも外出先でも自宅でも安心のセキュリティ環境をご紹介！〜
・New Normalの働き方をスタートさせたものの、セキュリティに不安を抱えているお客様
・更なるセキュリティ環境の強化を考えているお客様
実演販売士 まかせんしゃい 井上氏が
オフィスでも外出先でも自宅でも
安心のセキュリティ環境をご紹介！コーナーの
見どころをわかりやすくご紹介します。
なぜセキュリテイ対策をする必要があるのか？
セキュリティ関連で現在どんな事件や事故が発生しているのか、
事例を踏まえてご紹介します。

タイトル

MobileWork 〜モバイルデバイスに必要なセキュリティ対策と安全な運用〜

対象

・安全にモバイルワークを実施したいお客様

概要

テレワークによる業務効率化が進む中、
様々なセキュリティリスクへの対応が必要です。
本コーナーではモバイルワークセキュリティの対策ポイントと
安全なテレワークを実現する様々なソリューションをご提案します。

・クラウドサービス for MVB
・CylancePROTECT
・Intercept X Advanced
紹介
・Intercept X for Mobile
ソリューション
・Trust Delete Prime
・Trust Delete Biz
・データ復旧保証サービス

タイトル

Cloud 〜安全快適なクラウド活用方法をご紹介〜

対象

・クラウド利用時のセキュリティリスクを知りたい、セキュリティ対策を講じたいお客様

概要

業務効率化やコスト削減など、ビジネスに様々な効果をもたらす
クラウドサービスを安全に利用する為のポイントをご紹介し、
そのポイントに合わせた最適なセキュリティソリューションを
あわせてご提案します。

・RICOH メールセキュリティパック
・Trend Micro Cloud App Security
紹介
・Acronis Cloud Storage
ソリューション
・RICOH サイバー空間リスク調査サービス
・RICOH セキュリティクラウド 標的型攻撃メール訓練サービス
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オフィスでも外出先でも自宅でも安心のセキュリティ環境をご紹介！
Office-Genba 〜最新のセキュリティリスクに対応！多層防御の実現方法〜

タイトル

対象

概要

・デジタル上で繋がったワークプレイス(オフィスと現場)の最新のセキュリティリスクを知り、
対策を講じたいお客様
オフィスと現場、そこから広がるワークプレイス全体を
デジタルで繋ぎ、セキュアなネットワークを用いて
リモートワークやコミュニケーションの実現をご支援します。
本コーナーでは、セキュアで新しい働き方の実現手段をご提案します。

・RICOH IM Cシリーズ Cloud Connect Package
・RICOHサイバーセキュリティパック
・ゲートウェイセキュリティパック
・Palo Alto Networks 運用パック
・Merakiスマートサービス
紹介
ソリューション ・CylancePROTECT クラウドサービス for MVB
・Intercept X Advanced/Intercept X for Mobile
・AppGuard
・ハードディスク暗号化サービス
・SKYSEA

Managed Service 〜サイバー攻撃から企業を守るセキュリティ運用〜

タイトル

対象

・サイバー攻撃から会社を守る多層防御対策を講じたいお客様

概要

今やビジネスに欠かすことのできない様々なセキュリティ対策。
一方で、増加する運用負荷が企業の課題になっています。
本コーナーではマネージドサービスで実現する
セキュリティ運用をご提案します。

・セキュリティモニタリングサービス
・サイバーリスクディスカバリーサービス
紹介
ソリューション ・RICOH おまかせWSUS
・マネージドITサービス

タイトル

LIVE配信

LIVE

New Normal 〜New Normalな働き方に対応するセキュアな環境〜

11.20（金）15:30〜15:50
再放送：11.24（火）15:45〜16:05 / 11.26（木）10:45〜11:05 / 11.27（金）16:30〜16:50

対象

・新たな働き方へ環境を見直したいお客様

概要

急速に広がるワークプレイスと新たな働き方やコミュニケーション
スタイルへの転換にあたり、より安全で効果的に運用するために
最適な環境とはどのようなものか。社内実践や実例を交えながら、
ディスカッション形式で分かり易くご提案します。

・Meraki スマートサービス
・RICOH SP 3700 在宅プリントパッケージ
・RICOH PC多層防御パック
紹介
ソリューション ・RICOH メールセキュリティパック
・Trend Micro Cloud App Security
・クラウドバックアップサービス
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「はたらくをよりスマートに」デジタルによる業務の生産性革新をご紹介！
タイトル
対象

概要

実演販売士 まかせんしゃい 井上氏によるRICOHソリューション紹介コーナー
〜「はたらくをよりスマートに」デジタルによる業務の生産性革新をご紹介！〜
・業務の生産性を向上しNew Normalの働き方へ チャレンジしたいお客様
・労働人口減や属人化による後任育成など事業継続に課題をお持ちのお客様
実演販売士 まかせんしゃい 井上氏が
「はたらくをよりスマートに」
デジタルによる業務の生産性革新をご紹介！コーナーの
見どころをわかりやすくご紹介します。
生産性を向上するメリットとは？
企業内・企業間のよくあるお困り事の事例から
分かり易くご紹介します。

タイトル

「請求書」「納品書」の入力作業の効率化

対象

・経理部門、購買担当のお客様
・請求書、納品書から手作業でデータ入力、転記作業を行っているお客様

概要

仕入先から受け取る請求書・納品書の入力業務の省人化、
紙で受け取る帳票をOCR処理を行い文字データ化することで
経理や購買担当の業務負荷を軽減します。
ニューノーマル時代の経理、購買担当者の働き方改革をご提案します。

請求書、納品書のデータ入力、仕訳業務支援サービス
紹介
・RICOH Cloud OCR for 請求書
ソリューション
・RICOH Cloud OCR for 納品書
タイトル

問い合わせ対応業務の自動化

対象

・社内外からの問い合わせ対応に時間を取られているお客様
・同じような問合せに都度回答しているお客様
・問合せ履歴を可視化したいお客様

概要

社内外の問い合わせ対応業務を自動化することで
テレワーク推進、働き方改革に貢献します。
中小企業様向けにはすぐ始められて簡単に運用できる、
大手企業様向けにはOffice 365連携などのサービスをご紹介し、
高付加価値業務へのシフトをご提案します。

問合せ対応業務自動化/チャットボットサービス
紹介
ソリューション ・RICOH Chatbot Service

タイトル

契約書の作成・審査業務の効率化

対象

・法務部門のお客様
・法務相談が属人化されており、対応品質にバラつきが生じているお客様
・取引先との契約業務を効率化したいお客様

概要

紙文書の回覧やハンコをなくすことで
テレワークを支援ならびに契約の事前相談や回答を記録し、
法務部門のナレッジとして共有することで
回答業務の効率化を図ります。
法務業務および契約業務のDXをご提案します。

法務部門の回答業務を効率化とする統合支援サービス
・RICOH Contract Workflow Service
紹介
ソリューション 電子契約サービス
・クラウドサイン
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「はたらくをよりスマートに」デジタルによる業務の生産性革新をご紹介！
バックオフィスにおける定型業務の自動化・効率化

タイトル

対象

・人手不足であり、社員の残業が多くなっているお客様
・RPAを活用してみたいが、どのように進めたら良いのかわからないお客様

概要

人手不足を解消し、高付加価値業務へシフトさせる
バックオフィス業務改革を支援するソリューション。
推進ご担当者やこれからご検討される方に
社内展開を進めるにあたっての課題とその対策をご紹介します。

定型業務の自動化サービス
紹介
（RPA：ロボティック・プロセス・オートメーション）
ソリューション
・リコーRPA活用支援サービス

コロナ禍で急増するオンライン商談の生産性向上

タイトル

対象

・商談や、打ち合わせにWeb会議システムを活用しているお客様
・会議や商談の際の議事録作成、メモ取りを効率化したいお客様

概要

オンライン打ち合わせで活用できる会議音声をテキスト化する
音声ソリューションと、会議後のシーンにおいても
会議情報の利活用を促進する機能群で、
オンライン商談の生産性向上をご提案します。

オンライン会議まるごと記録システム
紹介
ソリューション ・toruno（仮称）

タイトル
LIVE配信

LIVE

FAX受信と「帳票作成」「送付」「入金管理」業務を大幅に効率化

11.17（火）15:30〜15:50
再放送：11.24（火）16:30〜16:50 / 11.26（木）15:45〜16:05 / 11.27（金）10:45〜11:05

対象

・FAX受信文書を出社せずに確認したいお客様
・請求書の作成、管理を効率化したいお客様

概要

FAXで届く注文書は出社せずにテレワークで確認。
請求書もクラウド上で作成・管理し、
請求書送付も電子送付や郵送代行がワンクリックで完了、
入金管理も推測機能で半自動化、業務の大幅な効率化をご提案します。

FAX受信文書の電子化、仕分けサービス
・RICOH カンタンファクス仕分け for Cloud
紹介
ソリューション 請求書の電子送付、入金管理サービス
・MakeLeaps
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開催概要

RICOH Value Presentation Online2020
開催期間
2020.11.17(Tue)9:00~11.27(Fri)18:00

https://vpre.ricoh.co.jp/
サイトの推奨環境について
・PCからのご利用
Windows
OS

Windows 10
Windows 8.1

Mac
macOS 最新版

Internet Explorer 11
ブラウザ

Mozilla Firefox

Safari

Google Chrome

・モバイルからのご利用
Android

iOS

OS

Android 6以上

iOS10以上

ブラウザ

Chrome

Safari

< 補足 >
・Mozilla Firefox, Google Chrome, Safariに関しては、最新版のみをサポート対象とします。
・いずれのブラウザでも Cookie、JavaScript を有効にする必要があります。
・Internet Explorerで「互換表示」機能を使った表示は、サポート対象外です。
・Internet Explorer 11のエンタープライズモードは、サポート対象外となります。
・ Windows 8 / 8.1 / 10 については、デスクトップモードで動作確認しております。デスクトップモードでご利用ください。

事前申し込み

2020.10.1 （Thu）13:00 オープン

※参加には事前申し込み（無料）が必要になります。

紹介コード
お客様コード

21138446
BP010540

