リコー複合機
新たな価値のEDW紹介

ＩＣＴ活用

業務効率化

（クラウド）

働き方改革の
４つのキーワード

テレワーク

コミュニ
ケーション

クラウドサービスなら
どこからでも共有できる
RICOH カンタンストーレージ活用シリーズ
RICOH カンタンストレージ活用シリーズは、Box、Dropbox、Google ドライブ™、OneDrive®、
SharePoint®、DocuWareに対応しており、お客様にとって最適のクラウドストレージサービスを選べ
ます。ご利用のクラウドストレージサービスに合わせて、RSI商品をお選びください。

便利な3つの機能︕
OCR
＆単語帳

クラウドへ

スキャン

クラウドから

プリント

スキャンの他にも大容量ストレージで保管し、・ファイル名は単語帳からカンタン作成︕
・検索可能なPDFの生成が可能︕
ファイルをアップロードして保存可能︕

パネル上から保存ファイルを印
刷︕

OneDrive for Business

Case別ご活用シーンを動画でご紹介
Case①

ｖ

Case②

Case③

ｖ

ｖ

外出先からも
必要な情報を確認

PCレスでクラウド

PCレスで文書印刷

Case④

Case⑤

ｖ

ｖ

FAXを外出先
から確認

PCやNASの
バックアップ

◆価格例（税別）

初期費用

5,000円

月額費用

＋ 1,500円/月

※別途 CEによる設定代行メニュもご
ざいます。

業務に不可欠なFAXを
大幅に効率化

RICOH カンタンファックス仕分け for Cloud
RICOH カンタンファックス仕分け for Cloudは複合機で受信したファクスをクラウド*上に転送・保管します。
外出先でもノートパソコンやスマートデバイスで確認することができます。
また、自動で発信元ごとに登録フォルダへ仕分けして保存できるので、目的のファクスを素早く確認できます。
さらに、ファクス受信を登録メールアドレスに通知。タイムリーな対応を可能にします。
* 別途クラウドストレージのご契約が必要となります。（BOX、Office365Business OneDrive、SharePoint Online連携が可能です）

クラウド活用で働き方改革を進めているが、
ファクスだけが外出先から確認できない。

様々な取引先様から来るファクスと広告ファ
クスがごちゃまぜになって仕分けが大変…。

戻らないと
…

「 RICOH カンタンファクス仕分け for Cloud 」を
導入すると…
ファクス確認のために外出先から事務所に
戻ったり、転送を依頼しなくてもOK︕
業務効率の向上を図れます︕

取引先様ごとに、自動でフォルダ分けするの
で、不要なファクスを気にすることなく、目
的のファクスを確認できます︕

※自動仕分けにはナンバー・ディスプレイ契約が必要です。

◆価格例（税別）

初期費用

注・IMC2000Fは非対応

月額費用

7,000円 ＋ 2,000円/月
※1

※2

※ 1 初期費用 内訳
5,000円：アプリケーションスタートパック
2,000円：EDWファックス転送
アプリインストールキット
※2 月額費用 内訳
2,000円/月：カンタンファックス仕分けfor
Cloud
別途CE設置メニュー費用が必要です。

無料の名刺管理ソフトで大丈夫︖
5年連続
Web電話帳シェアNo.1

連絡とれるくんは、社員・お客様情報、コミュニケーションツールを一元管理し、
連絡先を一つにまとめるWeb電話帳のクラウドサービスです

便利な3つの機能︕
連絡先
管理

社内・外連絡先として利用できます。

名刺管理

ご紹介
動画

着信表示

複合機から複数取り込みが可能︕

スマホ端末に連絡先登録不要︕

XXXX XXXXX

※OCRは標準搭載、また「名寄せ機能」で、いつ・誰が最新の情報を登録したか、すぐに確認できます。

◆価格例（税別）

初期費用

年額費用

55,000円 ＋ 30,000円/年
※1

※2

※1 内訳
5,000円/年：アプリケーションスタートパック
50,000円/年：連絡とれるくん

※2 内訳
12,000円/年：カンタン名刺電子化アプ for 連絡とれるくん
18,000円/年：連絡とれるくん（5ID含む）

働き方改革をご支援いたします！

Office365
連携で更に
便利

相手の状況や用件
に応じた「報連相」
はじめませんか？

コミュニケーション
強化で

生産性
向上

このようなお困りごとはございませんか？
名刺の電子化

RICOH カンタン名刺電子化アプリ
for 連絡とれるくん

連絡先管理

＋

連絡とれるくん

リコージャパン
社内実践例

コミュニケーション強化

＋

Office 365

■特徴
① 社内・社外の連絡先をクラウドに集約して有効活用
② 複数人でのリアルタイムコミュニケーションが可能
③ 個人情報を持ち歩かず、セキュアに業務を遂行可能

リコー複合機

Case別ご活用シーンを動画でご紹介☟
当てはまるお困りごとの QRコード をスマートフォンで読み取ってください︕ ▶解決動画へアクセス

Case②

Case①
▶1:
52

ｖ

Yes/Noの確認だけしたいが、
電話しても出てもらえない︕

Case④

ｖ

電話では正確に状況把握できず
結局現地に行くことがある

Case⑤

連絡を取りたい相手の状況が
分からず、メールすべきか電話
すべきか悩む

ｖ

ｖ

スマートフォンに連絡先を登録
しており、紛失してしまったら
大変な事になりそう・・・

▶0:
50

名刺情報が整理できていない
出先なので連絡先がわからない

Case⑥

▶0:
45

▶1:
12

ｖ

▶1:
30

Case③

▶0:
52

ｖ

会議や打合せのためだけに
事務所に戻るのは時間が
もったいない

大切な紙文書の出力を
もっと安全に︕︕
ドキュメントセキュリティセット

セキュリティ対策は企業の経営課題です。出力した書類が排紙トレイに置かれたままになっている・・・
たった今出力した文書が無くなっている・・・社員が重要な書類を不正に持ち出ししていないか不安・・・
このような経験はありませんか︖紙媒体からの情報漏洩えいの割合は29.8％に上っています。
「ドキュメントセキュリティセット」は、情報漏洩に関する課題を複合機のタッチパネルの簡単操作で解決できる
アプリケーションです。文書の放置や取り忘れを無くすことでセキュリティが向上し複合機の利用履歴を取得する
ことにより情報の不正な持ち出しを抑止します。
また、印刷データを複合機で確認してから印刷できるので「うっかり印刷」による無駄なコスト削減にも効果的です。

before

他の文書と混ざってしまい、自分の
印刷物が見当たらない。
重要情報を他の人に見られそう。
重要情報の不正持ち出しが心配。

after

②文書を選択してプリント
(設定変更・削除可能)

①私書箱を選択

うっかり印刷削減

約12％

CSV

コ ス ト ダ ウ ン 効 果 ！ ジョブログ送信

・私書箱に蓄積された文書を選択
・サーバーにある文書を選択
上記方法で印刷することで、確実に
文書を受け取れます。
プリント、コピーの利用者を特定する
ことができ、情報の不正持ち出しを
抑止できます。
※Premier Type-Jのみ対応。

◆価格例（税別）
■ドキュメントセキュリティセット

初期費用

6,500円

月額費用

※1

■ドキュメントセキュリティセット

初期費用

6,500円

Standard

＋ 1,800円/月

（別途CE設置メニュー費用が必要です。

PremierJ

月額費用

※2

※ 1 初期費用 内訳
5,000円：アプリケーションスタートパック
1,500円：ドキュメントセキュリティ
Standardインストールキット

＋ 3,000円/月

※ 2 初期費用 内訳
5,000円：アプリケーションスタートパック
1,500円：ドキュメントセキュリティ
PremierJインストールキット
別途CE設置メニュー費用が必要です。

ドキュメントセキュリティセットPremier Type-M
商品概要
Point

印刷物の放置や取り間違いによる
情報漏えいを防ぐために…

1

私書箱プリント機能

お決まり条件印刷機能

パソコンから印刷指示を出した印刷文書は、
複合機 で利用者ご とに分けられ、「私書
箱」と呼ばれる保存場所に蓄積されます。
「私書箱」で文書を確認・選択してから印
刷を実行することで、確実に文書を受け取
ることができます。
印刷実行

印刷指示

パソコンが無い場合は、お決まり条件印刷
機能を使 います 。複合機から共有フォル
ダーにアクセスし、文書を印刷することが
できます。複合機から文書を確認・選択し
てから印刷を実行することで、確実に文書
を受け取ることができます。
読み出し

印刷実行

機密情報の塗りつぶしに

Point

2

マスキング機能
個人情報の取り扱いや情報漏えい防止に関
する各種法令やガイドラインが強化されて
いく中で、マイナンバーカードなどの特定
個人情報や機微情報の漏えい対策としての、
帳票・文書の黒塗り/白塗り（マスキン
グ）業務ご担当者様に朗報です。
今までマスキングテープや油性ペンなどを
使って１枚1枚、手作業で行なっていた業
務を、複合機のタッチパネルのカンタン操
作で大幅に削減。カスレや塗り漏れのミス
もなく、きれいに仕上げられます。

商品構成・価格
■価格

■セット内容
ドキュメントセキュリティセット
Standard

ドキュメントセキュリティセット
Premier Type-M

カンタン私書箱プリントAE2

カンタン私書箱プリントAE2

お決まり条件印刷

お決まり条件印刷

＋

カンタンマスキングアプリ

商品名

標準価格 (消費税別)

RICOH クラウドアプリケーション スタートパック

5,000円/1契約

ドキュメントセキュリティセット Standard 月額契約

1,800円/1デバイス

ドキュメントセキュリティセット Standard 年額契約

21,600円/1デバイス

ドキュメントセキュリティセット Premier Type-M 月額契約

2,500円/1デバイス

ドキュメントセキュリティセット Premier Type-M年額契約

30,000円/1デバイス

オンプレとクラウドによる
ファイルの一元管理

ドキュメントソリューション

「SpeedocV4 for RICOH」は、複合機のスキャナー機能を利用し、紙文書を簡単に 電子化する「スキャン機能」、と複合機と
連携して、受信したファクスをペーパーレス化することができる「ファクス受信連携機能」、複合機のパネル上からダイレクトに印刷す
る「プルプリント機能」の3つの機能を持っています。

OCR機能付き版なら
編集可能なファイルへ変換︕
編集可能なWord、Excel、
PowerPoint形式へ変換できます。
打ち直しの手間などを削減できます。

◆価格例（税別）
EDW版Speedoc

初期費用

6,500円 ＋

2,500円/月
EDW版Speedoc OCRクライアントセット

3,000円/月
EDW版Speedoc OCRサーバーセット

5,600円/月

※ 初期費用 内訳
5,000円：EDW版Speedoc スタートパック
1,500円：Speedoc インストールキット
【オプション】
OCRクライアント版
OCRサーバー版

EDW-Partner

スマートフォンとオフィスの複合機が
つながる仕事の場所・時間をもっと自由に
チーム手帳ロボコピ連携
総合コミニケーションツール「チーム手帳」に複合機連携キャラクター「ロボコピ」をメンバー登録すれば
「ロボコピ」が、チームの一員のように活躍。
文書のプリント・スキャン・受信ファックス確認をアシストし、さらなるチーム力強化に役立ちます。

「チーム手帳」の概要
メッセージ、写真、動画、ファイルなどの送受信に加えて、
ビジネスシーンでよく使用するスタンプをスマホアプリで提供（ビジネスＳＮＳ）
①チャットトーク(メッセージやお礼をスタンプで送受信)
・プレミアムカード、ビジネス用スタンプ、ファイル添付、既読未読、プッシュ通知、検索

ご紹介
動画
リコージャパン
北海道支社での
活用事例です。

②掲示板 (社内のQ&Aやマニュアルなど掲載)
③スケジュール管理 (個人・メンバーのスケジュール調整等）
④メンバー一覧
(メンバーの顔写真・プロフィール等)
⑤マイページ (プレミアムカードの獲得状況等)

・企業ビジョン・プレミアムカード獲得状況・プレミアムカードランキング・プロフィール・各種設定

・話術やスタンプを使ったビジネスチャット

・企業経営の強化

・従業員の気持ちを可視化
（感情＋ 感情−）

・目に見える「ありがとう」

ロボコピ連携
「自分専用」トークルームからプリント
「チーム手帳」からファイルや
写真などをクラウド上に
アップロード。
複合機から簡単操作で印刷待ち
データを選択してプリントできます。

受信ファクス文書を、
どこにいてもリアルタイムで確認
複合機で受信したファクス文書を「チーム手帳」
に自動転送します。管理者に設定されたメンバー
は社外などどこにいても、受信したファクス文書
をすぐに確認できます。

複合機からスキャンしたデータを
「チーム手帳」にアップロード
複合機から送信先メンバーを選択
してスキャンすると、チーム手帳の
「ロボコピ スキャン トークルーム」
へデータが送信されます。

ロボコピFAX との
トークルーム

ファイルに処理済み
マークを付けて、
ライブラリに保管

◆価格例（税別）
■チーム手帳ロボコピ連携

初期費用

月額費用

30,000円

※1

＋ 1,380円/月

※「チーム手帳」は株式会社ドリームネッツの商品です。

※２

※ 1 初期費用 内訳
アプリケーションスタートパックは不要
チーム手帳初期費用 30,000円
別途CE設置メニュー費用が必要です。
※２ 月額費用内訳 チーム手帳基本契約
（１アカウント含む）400円（追加１アカウ
ントにつき＠400円）
チーム手帳ロボコピ連携月額 980円

AI（人工知能）が入力作業
の負荷を減らす

クラウド型AI帳票認識OCRソリューション

RICOH Cloud OCR for 請求書
「RICOH Cloud OCR for 請求書」は紙の請求書を文字データ化するクラウド型OCRソリューションです。
リコー独自の画像処理技術を搭載したAI（人工知能）が、請求書に記載された請求日、請求元会社名、
請求金額などの情報を自動認識し、カンタンに一括データ化が可能になります。
さらに、リコーのアウトソーシングが人の目による確認作業を行ない、より精度の高い請求書処理を実現します。

AI（人工知能）を活用して請求書処理業務を効率化します

※会計連携︓PCA会計DX、勘定奉行i10、SMILEV会計、汎用フォーマット

※読み取れる項目は、以下になります。

RICOH Cloud OCR for 請求書︓「請求元会社名」「請求金額」「請求金額（税抜）」「請求日」「請求番号」
RICOH Cloud OCR for 請求書＋BPOサービス︓「請求元会社名」「請求金額」「請求金額（税抜）」「請求日」「請求番号」「明細の商品名と金額」
＜価格＞※BPOサービス有り・無しで商品が異なりますのでご注意ください。
製品名

RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH

クラウドアプリケーション スタートパック
Cloud OCR for 請求書 月額100枚ｺｰｽ
Cloud OCR for 請求書 月額200枚ｺｰｽ
Cloud OCR for 請求書 月額500枚ｺｰｽ
Cloud OCR for 請求書 月額100枚ｺｰｽ超過分
Cloud OCR for 請求書 月額200枚ｺｰｽ超過分
Cloud OCR for 請求書 月額500枚ｺｰｽ超過分

品種ｺｰﾄﾞ

312982
311491
311492
311493
311494
311495
311496

製品名

標準価格
¥5,000
¥15,000
¥25,000
¥50,000
¥150
¥125

RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH

Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud

OCR
OCR
OCR
OCR
OCR
OCR

for
for
for
for
for
for

請求書
請求書
請求書
請求書
請求書
請求書

月額100枚ｺｰｽ+BPOｻｰﾋﾞｽ
月額200枚ｺｰｽ+BPOｻｰﾋﾞｽ
月額500枚ｺｰｽ+BPOｻｰﾋﾞｽ
月額100枚ｺｰｽ超過分+BPOｻｰﾋﾞｽ
月額200枚ｺｰｽ超過分+BPOｻｰﾋﾞｽ
月額500枚ｺｰｽ超過分+BPOｻｰﾋﾞｽ

品種ｺｰﾄﾞ

311455
311456
311457
311488
311489
311490

標準価格
¥30,000
¥50,000
¥100,000
¥300
¥250
¥200

¥100

◆価格例（税別）
■RICOH

Cloud OCR for 請求書

初期費用

5,000円
■RICOH

Cloud OCR for 請求書

初期費用

5,000円

月額費用

＋ 15,000円/月
※1

※１
100枚/月の料金となります
月あたりの処理枚数により、
料金が変わります

BPOサービス

月額費用

＋ 30,000円/月
※２

※2
100枚/月+BPOサービスの料金となります
月あたりの処理枚数により、
料金が変わります

AI（人工知能）が入力作業
の負荷を減らす

クラウド型AI帳票認識OCRソリューション

RICOH Cloud OCR for 納品書
RICOH Cloud OCR for 納品書は、紙の納品書を文字データ化するクラウド型OCRソリューションです。
リコー独自の帳票解析技術と画像処理技術を搭載したAIが納品書に記載された必要情報を文字データ化するほか、
OCR結果に対し、アウトソーシングを利用した「人の目」による確認・修正作業を行う
BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスのご提供しております。より精度の高いデータ化を実現し、
仕入管理業務の効率化が図れます。

AI（人工知能）を活用して納品書処理業務を効率化します
BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービス

OCR結果確認・修正

納品書スキャン

AI（人工知能）
OCR

納品書ファイル
アップロード

OCRデータ
確認

仕入管理
システム

OCR

AIによる自動抽出項目

OCRデータ

PDFファイ
ル

＜納品書情報＞
仕入先会社名、伝票発行日、伝票番号、納品日、注文番号
＜明細情報＞
商品名、商品コード、数量、単価、金額、注文番号（明細）

販売管理
システム

CSVファイル

■人の目によるBPO*サービス
BPOサービスをご利用いただくと、AIによる請求書処理に加え、
人の目で確認/修正を実施。OCR処理したデータの精度をより
一層高めます。

＜価格＞※BPOサービス有り・無しで商品が異なりますのでご注意ください。

製品名

標準価格

品種コード

標準価格

製品名

品種コード

RICOH クラウドアプリケーションスタートパック

312982

¥5,000

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額100枚コース+BPOサービス

313361

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額100枚コース

319299

¥15,000

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額200枚コース+BPOサービス

313362

¥50,000

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額200枚コース

440000

¥25,000

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額500枚コース+BPOサービス

313363

¥100,000

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額500枚コース

440001

¥50,000

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額100枚コース超過分+BPOサービス

313364

¥300

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額100枚コース超過分

440002

¥150

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額200枚コース超過分+BPOサービス

313365

¥250

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額200枚コース超過分

440003

¥125

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額500枚コース超過分+BPOサービス

313366

¥200

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額500枚コース超過分

440004

¥100

¥30,000

◆価格例（税別）
■RICOH

Cloud OCR for 納品書

初期費用

5,000円
■RICOH

Cloud OCR for 納品書

初期費用

5,000円

月額費用

＋ 15,000円/月
※1

※１
100枚/月の料金となります
月あたりの処理枚数により、
料金が変わります

BPOサービス

月額費用

＋ 30,000円/月
※２

※2
100枚/月+BPOサービスの料金となります
月あたりの処理枚数により、
料金が変わります

建設業 施工現場をシンプルに。働くを幸せに。
RICOH カンタン施工管理 for ANDPAD
「RICOHカンタン施工管理 for ANDPAD」は、施工管理アプリ「&ANDPAD」と連携します。
協力業者とすぐに共有したい“紙文書”は、複合機からスキャンで「&ANDPAD」へ直接保存
できます。繋がっている協力業者との間で、よりリアルタイムに情報共有を実現します。

施工現場とのコミュニケーションに
手間がかかっていませんか？

ソリューション概要
協力業者と
リアルタイムに共有

施工書類や見積書を
スキャン

パソコン

タブレット

リコーのクラウドと連携
スマートフォン
※ 写真はRICOH IM C3000Fにオプションの給紙テーブル PB3280を装着したものです。

「RICOH カンタン施工管理 for ANDPAD」をご使用いただくには、リコー複合機*1および
「＆ANDPAD」の契約が必要です。
*1 対象機種はHPをご覧ください。

◆価格例（税別）

初期費用

5,000円 ＋

年額費用（初年度）

238,000円/年
年額費用（2年目以降）

138,000円/年

※初年度 内訳
18,000円/年：カンタン施工管理 for ANDPAD
220,000円/年：&ANDPAD 10 ID

※２年目以降 内訳
18,000円/年：カンタン施工管理 for ANDPAD
＋
120,000円/年：&ANDPAD 10 ID

EDW-Partner

手書き図を「AI」で
パースに変換
「ALTA」AIスケッチEDW連携
手書きの間取り図をAIで3Dデータに自動変換︕CAD未経験の方でもパースや平・立面図、プレゼンシート等の
提案資料を簡単に作成することができ、お施主様を待たせないスピーディなプラン提案を実現します。

「ＡＬＴＡ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」の概要

「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。

ご紹介
動画

ＡＩスケッチ連携

手書き図を複合機でスキャン
すればパースが完成︕
商談のスピードUP確実︕
時間の短縮、負担軽減、
コスト削減︕

ご紹介
動画

◆価格例（税別）
■AIスケッチEDW連携

初期費用

0円

月額費用

※1

＋ 1,500円/月

※「ALTA」は株式会社コンピュータシステム研究所の商品です。

※２

※ 1 初期費用 内訳
アプリケーションスタートパックは不要。
別途CE設置メニュー費用が必要です。
※２AIスケッチEDW連携月額費用
「ALTA」のライセンス契約が別途必要です。

クラウド環境運用

バーコードを活用して
かんたんにデータ管理
バーコードを使ったドキュメントソリューション

RICOH カンタンバーコード活用 for Cloud
RICOH カンタンバーコード活用 for Cloud は、スキャン画像中のバーコード情報を利用してスキャン画像のPDF保存時にファイル名を付けたり、
既存のフォルダへのフォルダ振り分けを実現する、電子化をカンタンに行うためのスキャニングアプリケーションです。

バーコードの活用で、文書管理の効率化を実現します︕
■システム概要
MFP

スキャン

RICOH Cloud

Cloud

設定はクラウドサイト（ユーザーサイト）にて
パソコンで実施。複合機での設定は基本不
要なためカンタン！

OneDrive for Business
EMPOWERING
DIGITAL
WORKPLACES
SharePoint Online

■機能概要
文書スキャン

一括スキャン

フォルダ振り分け

案件毎にＡＤＦに原稿をセットしスキャン。
まとめて原稿を一括スキャン
バーコードＱＲは何ページ目にあってもＯＫ︕ バーコードやQRをカバーシートとして利用︕

案件毎にＡＤＦに原稿をセットしスキャン。
バーコードＱＲは何ページ目にあってもＯＫ︕

＜対応クラウドサービス＞
OneDrive® for Business
＜価格＞

※別途OneDrive for Businessの契約が必要です。

製品名

RICOH カンタンバーコード活用 for Cloud 月額契約
RICOH カンタンバーコード活用 for Cloud 年間契約
RICOH クラウドアプリケーション スタートパック

品種ｺｰﾄﾞ

311502
311503
312982

標準価格
¥1,500
¥18,000
¥5,000

※ Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における
商標または登録商標です。※ OneDriveおよびOneDriveロゴは、米国Microsoft Corporationの米国および
その他の国における登録商標または商標です。※ QRコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。※ その
他の会社名および製品名は、それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

◆価格例（税別）

初期費用

月額費用

5,000円 ＋ 1,500円/月

ローカル環境運用

ドキュメントプロセッシングセットStandard Type-B
商品概要

Point

1

RICOH カンタンバーコード活用

一次元/二次元バーコード付き紙文書の電子化・整理作業の課題を解決
「 RICOH カ ン タ ン バ ー コ ー ド 活
用」は、複合機を用いて、図面や製
造指示書、各種帳票などの紙文書を
電子化する際に、紙文書に印字され
た バ ー コー ド を 自動 的 に 認識 し て
ファイル名として設定し、イメージ
データとあわせて保存することが可
能です。

Point

2

お決まり条件印刷
印刷設定の手間をかけず、パソコンレスで効率的に文書活用

パソコンが無い場合は、お決まり条
件印刷機能を使います。複合機から
共有フォルダーにアクセスし、文書
を印刷することができます。複合機
から文書を確認・選択してから印刷
を実行することで、確実に文書を受
け取ることができます。

商品構成・価格
■セット内容
ドキュメントプロセッシングセット
Standard Type-B
RICOH カンタンバーコード活用
お決まり条件印刷

■価格
商品名

標準価格 (消費税別)

RICOH クラウドアプリケーション スタートパック

5,000円/1契約

ドキュメントプロセッシングセット Standard Type-B
月額契約

2,500円/1デバイス

ドキュメントプロセッシングセット Standard Type-B
年額契約

30,000円/1デバイス

[リコー公式YouTubeチャンネル]からも
本パックに関してご紹介しております
https://youtu.be/wpTOMpYJdvI

[図面変換の匠]についての動画
https:
//youtu.be/nJhpGOa̲oPs

印刷環境向上
統合管理ソリューション

RICOH カンタンセキュアプリント for Cloud

RICOH カンタンセキュアプリント for Cloudでは４つの“快適”“があなたの働き方をもっとスマートに進化させます。
プリント環境をべんり・セキュアに変え、仕事を変えたい。でも、ひとつひとつのことに手間やコストをかけられない。
そんなお客様におすすめする、４つの機能のパッケージです。リコー複合機による様々なクラウド活用を統合し、あなたの働き方を
もっと快適に、もっとスマートに進化させます。

４つの“快適”があなたの働き方をもっとスマートに進化させます
プリンタードライバー不要
デバイス内のデータをすぐにプリント

機器利用状況を定期レポート
経費削減・機器運用効率化に役立ちます

LFプリント

レポート自動作成

社内LANにアクセス不要でクラウド経由でプリント。
社内の各部署や会議室・関連会社のオフィスなどで、
モバイルパソコンやスマートフォン内のデータを
登録した近くの複合機からスピーディーに
プリントできます。

締め日などに合わせて、複合機の利用状況（プリント・
コピー・ファックス・スキャン）を定期レポートします。
●部門・ユーザー別/設置場所別/機器別…
●カラー別/サイズ別/両面・集約/出力枚数…

いつでもどこでもWeb上で一括管理
状況をリアルタイムで確認し対応できます。

ICカード※/PINコードで個人認証
プリントの放置・取り違えを防止します。

認証プリント

パソコンなどでプリント指示すれば、プリントデーターを
クラウドにアップロード。複合機で個人認証を行うまで
データーは出力されません。目の前で確実・
セキュアに出力し、紙文書を入手・
活用できます。
※利用可能なカードは、FeliCa/Mifareです。

機器管理

専用Webページで、いつでも、どこからでも登録した
複合機をリアルタイムで一覧、状況が確認できます。
エラーへの早期対応や、消耗品の事前補充などが
可能となり滞りのない複合機活用を
実現します。

◆価格例（税別）

初期費用

月額費用

6,500円 ＋ 2,000円/月
※

※初期費用 内訳
5,000円：アプリケーションスタートパック
1,500円：カンタンセキュアプリントforCloud
インストールキット

手書き申請書・報告書の手間を解消︕
RICOH カンタン文書申請 for Cloud

「RICOH カンタン文書申請 for Cloud」は、申請書や報告書の保管場所や提出先を意識することなく
①複合機から提出したい申請書や報告書を選んで出力 ②出力された文書に記入 ③スキャナーに文書をセットして
スタートボタンを押す の3ステップで提出先を自動的に判別して申請書や報告書を提出できるソリューションです。

ソリューション概要
特徴①…複合機で簡単操作
特徴②…PCレス印刷＆申請
特徴③…管理者へメール通知

申請書・報告書をパソコンレス印刷
複合機のタッチパネルに表示された申請書・報告書に、
二次元バーコードを合成して印刷できます。

パソコンを使わない業務で、
各種申請書・報告書の提出を大幅効率化
運ぶ・作る・支える…大切な現場作業ではパソコンが身近になく、紙に
よる文書運用・手続きが必要となります。
本来業務の合間を縫って、申請書などの多くの紙書類を提出する作業の
負担を、複合機のタッチパネルのカンタン操作で解消できます。

メール通知でリアルタイムに把握
フォルダーに申請書・報告書がアップロードされると、あらかじめ設定した

担当者にメール通知をします。担当者はどこにいても確認することができるので、
在宅勤務も可能になります。

RICOHカンタン文書申請 for Cloud

◆価格例（税別）
■RICOH

カンタン文書申請 for Cloud

初期費用

月額費用

5,000円 ＋ 2,000円/月
※1

※２

※ 1 初期費用 内訳
5,000円：アプリケーションスタートパック
別途CE設置メニュー費用が必要です。
※２
2,000円：RICOHカンタン文書申請 for Cloud 月額
※別途BOXのライセンスをご用意いただく必要があり
ます。

クラウド見積・請求・入金管理ソフト

見積書・請求書などの帳票作成・発送や
入金消込作業に手間がかかっていませんか︖

もっと
請求業務を、
かんたんに。
MakeLeapsは見積書・注文書・納品書・請求書の作成・管理・郵送を自動化し
さらに入金管理までを一括管理できるクラウドサービスです。
Point

Point

1

簡単に、
さまざまな帳票を作成
見積書・請求書をクラウド上で
簡単に作成できます。
見積書から請求書へは、
ワンクリックで変換可能です。

Point

2

3

連携も承認も
クラウドで完結

クラウド化で部署間での書類連
携がカンタンです︕
いつでもウェブ上で承認・確認
できるため、時短にもつながり
ます。

請求業務の手間を
大幅に削減。
セキュアに送信、もしくは印
刷・封入・投函の郵送代行も利
用可能です。

一括管理

合計金額/月（消費税別）の計算方法
800円
1社あたりの料金
×
×
＋
＋
ユーザー数
取引先数

例えば、ユーザー数3名、取引先会社数が50社の場

オプション
機能

※1社あたりの料金は取引先の社数によって変動します（1〜10社︓無料／11社〜︓50〜80円）。
※郵送代行は別途料金がかかります（160円/通(消費税別) 50通の申し込みから）。

合…

800円×3名 ＋
＝2,400円

80円×15社
＋
70円×25社
=2,950円

＝

5,350円

RICOH Chatbot Serviceで
問い合わせ対応を自動化

ご紹介
動画

データ・プロセス管理効率化と
コミュニケーション向上を実現

RICOH カンタンドキュメント活用 for kintone

様々な効率化と情報共有によりビジネスの生産性を向上するkintoneも、紙文書やファクス文書を利用する
業務でそのメリットが十分に活かせません。
「RICOH カンタンドキュメント活用 for kintone」と組み合わせれば、リコー複合機でスキャンした紙文書・
ファクス受信文書の、kintoneへのスムーズなダイレクト登録を実現。kintoneの活用範囲を大幅に広げ、
生産性を革新します。

ファクス文書を直接登録〜進捗管理・共有
リコー複合機の受信ファクスを簡単操作で、
kintoneアプリに新規レコードを作成して、
添付ファイルフィールドへ直接登録できます。
ファクス送信元情報なども登録し、漏れのない
リアルタイムなプロセス管理などを実現できます。
* 発信者番号表示「ナンバーディスプレイ」などの契約が必要となります。

リコー複合機

◆価格例（税別）
■RICOH

カンタンドキュメント活用 for kintone

初期費用

月額費用

＋ 1,500円/月

5,000円
■RICOH

カンタンドキュメント活用 for kintone（ファックス受信モデル）

初期費用

7,000円

月額費用

※1

＋ 2,000円/月

【ご注意】
RICOHカンタンドキュメント活用for kintone
、RICOHカンタンドキュメント活用for
kintone（ファックス受信モデル）をご使用
いただくにはKintone（サイボウズ）の契約
が別途必要となります。
※ 1 初期費用 内訳
5,000円：アプリケーションスタートパック
2,000円：EDWファックス転送
アプリインストールキット
別途CE設置メニュー費用が必要です。
注・IMC2000Fは非対応

業種業務ごとに組み合わせたアプリケーションを
サブスクリプションサービスで提供

デジタルカラー複合機業種業務アプリセット
「デジタルカラー複合機業種業務アプリセット」は、これまで有償もしくは無償で提供してきたアプリケーションを組み合わせ、
月額/年額での定額課金のサブスクリプションサービスとして提供するものです。契約管理やユーザー管理、アプリケーション機能管理、
課金管理といった管理機能と請求機能を「EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES プラットフォーム」上で制御することで、
月額/年額課金による提供を実現しました。

■セット内容
製造業向け技術書類出力セット
RICOHカンタン私書箱プリントAE2
お決まり条件印刷

■価格

■セット内容

商品名
RICOHクラウドアプリケーションスタートパック

標準価格（消費税別）

製造業向け技術文書電子化セット

5,000円/１契約

RICOHカンタン文書活用

製造業向け技術書類出力セット

月額契約

1,800円/1デバイス

製造業向け技術書類出力セット

年額契約

21,600円/１デバイス

製造業向け技術書類出力セット

インストールキット

■価格
商品名

サイズ混載スキャン

1,500円(リコーCD 312994)

※別途設置調整料が発生します。

■セット内容
不動産業向け契約業務支援セット
RICOHカンタン帯替えアプリ
ブック現行影消しコピー
サイズ混載スキャン
サイズ混載コピー
IDカードコピー

標準価格（消費税別）

RICOHクラウドアプリケーションスタートパック

5,000円/１契約

製造業向け技術書類電子化セット

月額契約

2,000円/1デバイス

製造業向け技術書類電子化セット

年額契約

24,000円/１デバイス

製造業向け技術書類電子化セット

インストールキット

1,500円(リコーCD 312995)

※別途設置調整料が発生します。

■価格
商品名

標準価格（消費税別）

RICOHクラウドアプリケーションスタートパック

■価格

■セット内容

5,000円/１契約

流通向けインバウンド業務支援セット

不動産業向け契約業務支援セット

月額契約

2,500円/1デバイス

RICOHカンタン免税アプリ

不動産業向け契約業務支援セット

年額契約

30,000円/１デバイス

お決まり条件印刷

不動産業向け契約業務支援セット

インストールキット

1,500円(リコーCD 312997)

サイズ混載スキャン

標準価格（消費税別）

RICOHクラウドアプリケーションスタートパック

IDカードコピー

※別途設置調整料が発生します。

商品名

5,000円/１契約

流通業向けインバウンド業務支援セット

月額契約

2,500円/1デバイス

流通業向けインバウンド業務支援セット

年額契約

30,000円/１デバイス

流通業向けインバウンド業務支援セット

インストールキット

1,500円(リコーCD 312996)

※別途設置調整料が発生します。

ドキュメントセキュリティセット
で紙文書の出力が安全に︕︕
ドキュメント
セキュリティセット

手軽に導入
1,800
円/月額

■価格

■セット内容
ドキュメントセキュリティセット

Standard

RICOHカンタン私書箱プリントAE2
お決まり条件印刷

■セット内容
士業向け申請業務支援セット
RICOHカンタンマスキングアプリ
お決まり条件印刷
サイズ混載スキャン
サイズ混載コピー

■価格

商品名

標準価格（消費税別）

RICOHクラウドアプリケーションスタートパック
士業向け申請業務支援セット

月額契約

士業向け申請業務支援セット

年額契約

士業向け申請業務支援セット

インストールキット

※別途設置調整料が発生します。

5,000円/１契約

■セット内容

ドキュメントセキュリティセット

標準価格（消費税別）

RICOHクラウドアプリケーションスタートパック

RICOHOカンタン私書箱プリントAE2

30,000円/１デバイス

お決まり条件印刷＋ジョブログ送信オプション

5,000円/１契約

ドキュメントセキュリティセットStandard 月額契約

1,800円/1デバイス

ドキュメントセキュリティセットStandard 年額契約

21,600円/１デバイス

ドキュメントセキュリティセットStandard インストールキット

PremierJ

2,500円/1デバイス
1,500円(リコーCD 312998)

商品名

■価格
商品名

1,500円(リコーCD 313304)
標準価格（消費税別）

RICOHクラウドアプリケーションスタートパック

5,000円/１契約

ドキュメントセキュリティセットPremierJ

月額契約

3,000円/1デバイス

ドキュメントセキュリティセットPremierJ

年額契約

36,000円/１デバイス

ドキュメントセキュリティセットPremierJ

インストールキット

※別途設置調整料が発生します。

1,500円(リコーCD 313303)

■EDW 対応機種一覧表
商品名

対応機種

カンタンストレージ活用

RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH

IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300
MP C8003/C6503/C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504/C307/C306
IM 430F
MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/2555
IP 500SF
SP C841/C840/SP 8400
Pro C5210S/C5200S/5310S/5300S

カンタン名詞電子化アプリ
for連絡とれるくん

RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH

IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300
MP C8003/C6503/C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504/C307/C306
IM 430F
MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/2555
IP 500SF
Pro C5210S/C5200S/5310S/5300S

カンタンバーコード活用 for Cloud
Cloud OCR for 請求書、納品書

RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH

IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300
MP C8003/C6503/C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504/C307/C306
IM 430F
MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/2555
IP 500SF
Pro C5210S/C5200/5310S/5300S

ドキュメントプロセッシングセット
Standerd Type-B

RICOH IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C300
RICOH IM 9000/8000/7000
RICOH Pro C5310S/5300S

カンタンファックス仕分け for Cloud

RICOH IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C300
RICOH Pro C5310S/5300S

カンタンセキュアプリント for Cloud

RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH

IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300
MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504
MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/2555
IP 500SF
Pro C5310S/5300S

カンタンドキュメント活用 for kintone

RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH

IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300
MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504/C307/C306
IM 430F
MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/2555
IP 500SF
Pro C5210S/C5200S/5310S/5300S

カンタンドキュメント活用 for kintone
（ファックス受信モデル）

RICOH IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C300
RICOH Pro C5310S/5300S

デジタルカラー複合機業種業務アプリセット
ドキュメントセキュリティセット
製造業向け技術書類出力セット

※

※

RICOH IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300
RICOH IM 9000/8000/7000
RICOH Pro C5310S/5300S
※Standardにのみ対応
※

※

デジタルカラー複合機業種業務アプリセット
製造業向け技術書類電子化セット
不動産業向け契約業務セット
流通向けインバウンドセット
士業向け申請業務支援セット

RICOH IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000

カンタン文書申請 for Cloud

RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH

IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300
MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504/C307/C306
IM 430F
MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/2555
IP 500SF
Pro C5210S/C5200S/5310S/5300S

Speedoc V4 for RICOH

RICOH IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300
RICOH Pro C5310S/5300S

カンタン施工管理 for ANDPAD

RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH

IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300
MP C8003/C6503/C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504/C307/C306
IM 430F
MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/2555
IP 500SF
Pro C5210S/C5200S/5310S/5300S

チーム手帳ロボコピ連携

RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH

IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300
MP C8003/C6503/C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504/C307/C306
IM 430F
MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/2555
IP 500SF
SP C841/840
SP 8400
Pro C5210S/C5200S/5310S/5300S

AIスケッチEDW連携

RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH

IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300
MP C8003/C6503/C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504/C307/C306
IM 430F
MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/2555
IP 500SF
Pro C5210S/C5200S/5310S/5300S

手書き集計 for おりこうブログAI

RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH

IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300
MP C8003/C6503/C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504/C307/C306
IM 430F
MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/2555
IP 500SF
Pro C5210S/C5200S/5310S/5300S

機器操作でさらなる安心を

RICOH タッチパネル抗菌フィルム
SIAAマーク

銀イオン（Ag＋）による抗菌効果

抗菌製品技術協議会（SIAA）が制定した抗
菌のシンボルマークを取得しています。抗菌性は
国際標準ISO22196に準じて行われた試験の
結果にもとづいて判定されます。機器に貼り付け
可能なSIAAマークシールを同梱しています。

JISZ2801に準拠した抗菌試験*において、菌
接触後わずか1時間で99.99%以上減少。本
商品は、細菌だけでなくウィルスやカビなど、さまざ
まな微生物の増殖を抑制します。

※抗菌製品技術協議会ホームページ︓
https:
//www.kohkin.net/index.html
※SIAAコード︓JP0122255A0005X
※本商品は富士フイルム株式会社の抗菌フィルムを採用してい
ます。

* ボーケン品質評価機構（報告書No︓JNLA2019K0252）

防指紋
優れた防指紋加工により、操作画面が見やすく、
拭き取りやすくなっています。

操作性

SIAAマーク

動作検証済のため、従来の操作性をそのままに
ご利用いただけます。

かんたん貼り付け
本商品はお客様自身で貼り付け可能です。貼り
付け手順は動画でも紹介しています。

動画閲覧はこちら

抗菌フィルム貼付手順動画

対応機種・同梱品
■RICOH タッチパネル抗菌フィルム タイプA
品種コード︓440106 標準価格︓3,000円(消費税別)
商品群

対応機種

■RICOH タッチパネル抗菌フィルム タイプB
品種コード︓440107 標準価格︓3,000円(消費税別)
商品群

RICOH MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/
C2504

複合機

複合機

RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/
C2500/C2000

RICOH MP C307

RICOH IM C300

RICOH MP C306

プロダクション
RICOH Pro C5310S/C5300S
プリンター

RICOH MP 9003/7503/6503
RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555
RICOH IM 430F
RICOH MP CW2201/CW1201
RICOH MP W4002
RICOH SP C841/C841M/C841a1/C841M a1/C840/
C840M/C840a1/C840M a1

プリンター

対応機種
RICOH IM C8000/C6500

RICOH MP C8003/C6503

RICOH SP C840ME

■RICOH タッチパネル抗菌フィルム 同梱品
・抗菌フィルム
・SIAAマークシール
・拭き取りクロス

RICOH SP 8400/8400M/8400a1/8400M a1

・剥がし用テープ

RICOH IP 500SF

・ほこり取り用粘着テープ

プロダクション RICOH Pro C5210S/C5200S
プリンター ※MultiLink-Panel タイプS6装着時

・説明書

こんな複合機はいかがですか︖
「複合機ラッピングサービス」

対応機種

※ 写真はRICOH IM C3000Fにオプションの
給紙テーブルPB3280を装着したものです。

※このサービスは新規ご購入時のみのご提供サービスとなります。

御社の

http://www.marumo-c.com
◇営業本部
〒409-3845
中央市流通団地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

にお役立ち

