
リコージャパン株式会社
三河第一営業部
安城営業所・刈谷営業所

開催日時

2月１0日(⾦) 10:00〜17:00
3月9日(木)⻄尾勤労会館にて同様のフェアを開催致します。

今回ご都合のつかない方は是非そちらにご来場ください。

~リコージャパン⻄三河事業所開催~ お申込み先ＦAX番号 0566–74–8120
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弊社担当営業にお申し付け頂くか、ＦＡＸにてお申し込みください。
お申込 お名刺・ゴム印ご捺印欄

愛知県安城市三河安城本町1-23-1
TEL 0566-74-8114
FAX 0566-74-8120

お問い合わせ/会場のご案内

RICOH 
JAPAN
SOLUTION 
FAIR
in MIKAWA

展示内容につきましては次ページ以降をごらんください。展示内容につきましては次ページ以降をごらんください。展示内容につきましては次ページ以降をごらんください。展示内容につきましては次ページ以降をごらんください。

リコージャパンでは、お客様のお悩みを少しでも解消していただくために、最新のＩＴ活用事例等をご紹介しております。リコージャパンでは、お客様のお悩みを少しでも解消していただくために、最新のＩＴ活用事例等をご紹介しております。リコージャパンでは、お客様のお悩みを少しでも解消していただくために、最新のＩＴ活用事例等をご紹介しております。リコージャパンでは、お客様のお悩みを少しでも解消していただくために、最新のＩＴ活用事例等をご紹介しております。

業務改革・改善の一助としてこの機会にご活用ください。業務改革・改善の一助としてこの機会にご活用ください。業務改革・改善の一助としてこの機会にご活用ください。業務改革・改善の一助としてこの機会にご活用ください。

リコージャパン ソリューションフェア in 三河



社内環境
改善

電⼦⿊板 インタラクティブホワイトボード
D5510

映す映す映す映す

書く書く書く書く

共有する。共有する。共有する。共有する。

複合機 最新複合機
RICOH

複合機
活用

Speedoc
RICOH

Speedoc for imagioは、紙文書をPDF、

画像、Office形式などの電子文書へ簡単に

変換します。

電子化された文書をデータとして「保存」

「管理」「再利用」することができるため、

大幅な業務効率向上が図れます。

遠隔
会議

ﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑ/APPS
RICOH

クラウドコンピュー

ティングを利用した

コミュニケーション

ツールです。

コンパクト＆ポータブ

ルで持ち運びができ、

インターネット回線があれば、どこでも接続で

きます。会議だけでなく、取引先や自宅などか

らのコミュニケーションが可能です。

LED
照明

直管形LEDランプ
水銀灯代替ＬＥＤ

企業・事務所様向け

エアコン取扱いをしております。

天井埋め込み型・通常型・スポット型

全て取扱い。

スポット冷房・スポット暖房両方ご用

意。ﾘｰｽでの経費処理可能（ﾘｺｰﾘｰｽ）5

年ﾘｰｽ等

事業所向けエアコン
DAIKIN

空調
管理

FAXを電子化しても

整理整頓が大変･･･。

結局あとで探せず困って

いる方必見です。

受信年月や得意先別

など業務に応じて

自動仕分け！

見たいFAXがすぐに

探せます。

RIDOC Desk V4
GlobalScan/
SmartNavigator

ペーパー
レス

安心の日本製高品質。

世界トップブランドである

日亜化学工業製LED

チップ採用により、高輝度確保。

レンズ選択で自由な照明設計。

RICOH

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ SP C840シリーズ
RICOH

折り折り折り折りのののの作業作業作業作業はプリンターにおまかせ！はプリンターにおまかせ！はプリンターにおまかせ！はプリンターにおまかせ！

Z折り、二つ折り、外三つ折り、内三つ折りが
できるオプションをご用意。胴内に装着できる
ので、省スペースで設置できます。
またフィニッシャーと同時装着でき、
フィニッシャー排紙やZ折りした
出⼒紙へのステープルも可能です。

ｶﾗｰ
ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ
Pro C5100S
RICOH

販促物の品質販促物の品質販促物の品質販促物の品質UPUPUPUPで顧客数をで顧客数をで顧客数をで顧客数を増やす！増やす！増やす！増やす！

外注印刷に引けをとらない品質で、社内で
販促ツールの内作が可能！
頻繁に修正が発生しても、必要なときに
必要な部数だけ印刷できるため、無駄な
経費もかからず、効果的な
ツールで即 営業活動が
⾏えます！

企業・事業所様向け

AEDを販売しております。

忘れがちな電池交換・

保守サービスもご提供が可能です。

リースでのご提供も可能です。

AED

電⼒販売サービス電⼒

リコージャパンの電力販売

サービスはお客様のビジネスに

欠かすことのできない電力の

料金低減とともに、電力使用量の

削減も同時に実現するエネルギー

ソリューションをワンストップで

ご提供いたします。

よりよい働き方を実現するためよりよい働き方を実現するためよりよい働き方を実現するためよりよい働き方を実現するためのののの

新機能新機能新機能新機能搭載搭載搭載搭載進化した10.1インチWSVGA

大型フルカラータッチパネルを搭載し、

タブレット端末や

スマートフォンの

使いやすさを複合機へ。

指先ひとつで直感的に

操作可能です。

これまでにない、

ひとつ上の

使いやすさを提供します。

RICOH

AED
自動体外式除細動器

昇降机

RICOH LED Mシリーズ

工事不要でカンタン取り付け

1本ですべての安定器タイプに

対応するLED。

ビジネスホン
HITACHI

電話

人感センサー標準搭載

オフィスに安全・安心を!

多機能電話機の人感センサーにより、オ

フィスへの不審者の侵入を感知し、大音量

の警報音や着信ランプの点滅で威嚇します。

さらに携帯電話など、最大5ヶ所の連絡先

へ通報し外出先から音声で威嚇することも

できます。

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ 短焦点プロジェクタ
RICOH

だれでも、カンタン。

シンプルな操作ですぐに

使える５５型電子黒板

世界最小・最軽量・最至近投影

縦置き＆コンパクトサイズの

超短焦点プロジェクター

上下昇降型テーブル
ナイキ

働く姿勢にあわせ、使いやすい高

さに調整ができるテーブルです。



クラウド上で、クラウド上で、クラウド上で、クラウド上で、

文書を安全に共有、文書を安全に共有、文書を安全に共有、文書を安全に共有、

効率的効率的効率的効率的に管理。に管理。に管理。に管理。

＜新製品＞法人向けクラウドストレージサービス

Ridoc Easy Sharing サービス

Point 1 Point 2 Point 3

社外と安全にファイル交換

パスワードやメールアドレス
による制限によりファイル交
換を⾏なうゲストユーザーを
限定することで、セキュリ
ティー面で安心して使用でき
ます。また、ゲストユーザー
が文書をダウンロードした際
に、一般ユーザーにメール通
知することもできます。

社内でのファイル共有

社内のユーザー間において、
Ridoc Desk Navigator V4で
編集した内容やバインドした
状態を維持したまま、ファイ
ルを保存・共有できます。

社内文書を保管

社内文書をRidoc Easy 
Sharing サービスの個人フォ
ルダーにコピーしておくこと
で、文書のバックアップ
（BCP対策）として利用でき
ます。

Ridoc Easy Sharing サービスは、「Ridoc Desk Navigator V4」を
ユーザーインターフェースとし、ファイル保管・ファイル共有・企業間で
のファイル交換を可能にする法人向けクラウドストレージサービスです。
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SKYSEA ClientView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。

情報漏洩
対策

SKYSEA Client View
Sky

ITKeeper
リモートネットワークサービス
（RNS）

ネット
ワーク クラウド CS for 簡単バックアップ

リコージャパン

クラウドへの安全な保管を手軽・低コストで

ご提供し、快適・安心なオフィスワークを実

現します。

日々生まれ変更される

ビジネスのデータを、

最適な設定で自動バッ

クアップ。

ITKeeper
ネットワークセキュリティパック
（NSP）

ネット
ワーク

リコーのネットワークセキュリティパックは、

インターネット・LANの導入・運用のお手伝

いに加え、トータルなセキュリティ対策をワ

ンパッケージでご提供。

セキュアなネットワークのビジネス活用を、

センター&

オンサイトの

最適な方法で

まるごとご支援

します。

ITKeeper
ゲートウェイセキュリティパック
（GSP）

ネット
ワーク

安価でセキュアなVPN、セキュアな無線LAN構築

不正送金対策の決定版！

PCのウイルス対策製品だけでは

防ぎきれないネットワーク上の

脅威を本機とあわせて対策することで

安心度は高まります。

セキュリティ
・クラウド

①侵入を防ぐ

③感染の早期発⾒

侵入対策

蔓延対策

②感染を防ぐ 感染対策

やっておきたい３つの対策

ﾒｰﾙ
ｾｷｭﾘﾃｨ

ｍ-FILTER
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ

カメラ 監視/防犯カメラ
ダイワ通信

業種によって

監視/防犯カメラ

の設置目的は

様々です。

お客様に合った

ご提案をさせて

いただきます。

マイクロソフトのクラウドサービス。

メール、スケジュール管理、ファイル共有、

情報共有、在席確認、Web会議などを行なう

ことができます。

Officeソフトの月額での利用もできます。

Office365
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ

クラウド

スケジュール・掲示板・

ワークフローなど企業で必

要な機能を網羅したクラウ

ド上で使える、シェアNO.1

のグループウェアです

Kintone／サイボウズOffice
サイボウズ

クラウド
アプリ

「kintone」は

アプリを自由に作れる

クラウドサービスです。

アプリを作って

業務の課題を解決しませんか？

クラウド版グループウェア

サイボウズ Office on cybozu.com

福祉業・
ホームページ

ほのぼのNEXT
NDソフトウェア

福祉業務
支援

ＮＤソフトウェアの福祉業務支援システム

「ほのぼの」シリーズは、

使いやすさで定評のある

システムで全国34,500を超える事業所で

ご利用いただいているシステムです。

（2015年3月末現在。ＮＤソフトウェア調べ）

カメラ ３D監視カメラ
CST

ホームページはあるけど更新ができない！
検索結果を向上させたい！デザインに満⾜
できない！という方必⾒です。

おりこうブログ
ディーエスブランド

ホーム
ページ

＜これは必⾒①＞
誰でも一目でわかる

アクセス解析結果グラフ
＜これは必⾒②＞

CEO設定を一括管理

3Dカメラでの3D画像認識

技術を搭載したセキュリ

ティシステムなら、自然環

境に左右されない為、常に

安定した認識を維持。侵入

者を的確に検知し通知し、

安心・安全な運用が可能で

す。

誤送信から標的型メール攻撃まで多彩な

情報漏洩対策、効率的なメールアーカイブ、

Office 365/Gmail環境に対応した

メールセキュリティ



中小企業向け ネットワークセキュリティサービス

ネットワークセキュリティパック
ネットワーク環境導入構築・保守支援サービス

複合機
サーバー
※サーバーサポートは対象外 パソコン パソコン パソコン

Cloud Edge 50
UTM機器

回線（NTT）

Internet

プロバイダー

◆PC設定サービス
・ネットワーク設定
・プリンタードライ

バー設定
・メール設定
・PCウィルス対策

(オプション)

マネージドサービス

・設定変更
・監視運用
・⼆次障害切り分け

ヘルプデスク

・ヘルプデスク
・一次障害切り分け

サービスステーション

・障害切り分け
・ハードウェア交換
・設定保守

標的型攻撃や不正アクセスなど様々な脅
威に対応し､お客様に安心安全なネット
ワーク環境の構築から運用・保守サポー
トをリコーのセンターサービス＆オンサ
イトサービスによりワンストップでご提
供します。

◆UTM機器の提供

◆インターネット接続サービス
＊1

＊1 対応回線はフレッツ光（別途回線のご契約が必要となります。）
※本サービスに複合機、サーバー、パソコンの機器の提供及び設置保守は含まれておりません。

管理者は、クラウドでレポート閲覧

◆ネットワーク環境イメージ図

Cloud Edge 50

◆センター&オンサイトサービス

文：トレンドマイクロ株式会社-5-

セキュリティ クローズアップ!



◆生産性向上を実現するソリューションのご紹介
昨今、企業を取り巻く環境は大きく変化をしており、少子高齢化による労働人口の減少、待遇格差による過重労

働・メンタル不調が深刻化しております。特に、過重労働による過労死・うつ病から労災に発展し、企業価値・業績
悪化に繋がるケースも増加しております。そのような背景の中、国策として「メンタルヘルス対策」「⻑時間労働抑
制」が本格議論される今、企業による『働き方改革』の実現が求められております。
いかに、「労務管理に対する意識向上を図り、働き方改革・生産性向上を実現するのか？」についてご紹介します。

◆企業における労働環境事情
①労働人口の減少

高齢者人口及び割合の推移（昭和25年〜平成52年）

平成27年度 総務省統計局「高齢者の人口」より

③時間外労働が及ぼすワークライフバランスへの影響

■2040年には65歳以上の人口は全人口の
約35%に達すると推測。(厚生労働省試算)

■労働人口の減少により過重労働が慢性化
し、メンタル不調者が増加。

労働時間の延⻑ではなく
「時間当たり」の

「生産性向上」が重要

ワークライフバランスへの取り組み意欲✕月平均の時間外労働

「働き方改革」を
実現するためには

「⻑時間労働の削減」
「生産性の向上」が

必要不可⽋

■⻑時間労働は、社員の心と体に影響を
及ぼし、優秀な人材の損失に繋がる。

■ワークライフバランスに対する意欲が
高い事業所ほど、時間外労働は減少。

平成23年度 三重労使雇用支援機構「ワーク・ライフ・バランス実態調査」より

②保険料率の増加

心と体の健康を増進し、
医療経費の削減と

保険料率の引上げ抑制が
「企業の収益増加へ」

■平成27年度に平均保険料率は初めて
9%を超過。
平成28年度は昨年より増加の⾒通し。
⇒企業の負担増加に直結！

平成28年度 健康保険組合連合会「健保組合予算早期集計結果の概要」より

平均保険料率および１人当たり年間保険料の推移
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『働き方改革』を推進する労務管理対策



基幹業務

「企業に最適を、人に快適を」をコンセプトに

開発された基幹業務アプリケーションです。

SMILE BSには、長年の業務ソフトウェア開発

から生まれたSMILEシリーズの多彩な機能と、

新機能が

提供され

ています。

応研 大臣シリーズ
販売/給与/会計/CRM 応研

基幹
業務

PCA Xシリーズ
商魂/商管/給与/会計 PCA

基幹
業務

中小規模ユーザー向け業務パッケージソフト

として多くのお客様にご好評いただいている

PCAの業務ソフト最新版PCA Xシリーズです。

勤務環境におけるさまざまな

問題を解決します。

あらゆる形態の勤務環境に

おいて、メンバーの時間に

まつわる情報を完全に掌握し、

活用する、

最新の就業管理システム。

Xronos 就業管理システム
クロノス

基幹
業務労働基準法 改正で何が変わる?

OBC 奉⾏i10シリーズ
商魂/商管/給与/会計 OBC

基幹
業務

あらゆる業種にジャスト

フィット！顧客管理を

しっかりサポートします。

顧客マスターにきめ細やかな

条件設定ができ、目的の顧客

情報を素早く検索。

顧客データを様々な

角度から活用できます。

これからの顧客管理業務を的

確・迅速にサポートいたします。

SMILE BS2
販売/給与/会計/CRM OSK

基幹
業務

企業業務の生産性をあげる。奉行10は、人

と業務をつなぐことで企業業務全体の生産性

をあげる新しいパッケージシステムです。

【主な改正点】
※それぞれ施⾏予定時期が違います。

① 中小企業における月６０時間超の時間外労働への
割増賃⾦率の適⽤猶予廃止

② 健康確保のために時間外労働に対する⾏政官庁による
指導の強化

③ 年次有給休暇の取得促進
④ フレックスタイム制の⾒直し
⑤ 企画業務型裁量労働制の⾒直し
⑥ 特定⾼度専門業務・成果型労働制
（⾼度プロフェッショナル制度）の創設

⑦ 企業単位での労使の自主的な取組の促進

製造業

AUTOCADシリーズ
リコージャパン

製造
CAD

CADPAC CREATOR
デザイン・クリエィション

製造
CAD

【困りごと】
･ライセンス管理を簡単にし、

安価に簡単な操作で3DCAD
を導入したい

【提案】
･[UCBライセンス] にて管理、

安価に3DCADを導入可能

【困りごと】
･海外とのデータやり取りが増えてきた
･繁忙期にライセンスを増やしたい時期
がある

【提案】
・Subscription(期間ライセンス)にす
る事で使⽤期間を任意に決める事が
可能です

■ 3Dスタートアップ プログラムキャンペーン
■ CADPAC-3D FEC キャンペーン

ＣＡＤＰＡＣ-３Ｄ ＦＥＣ
キャンペーン 第２弾

CADPAC-3D FECには、ご使⽤中の2DCADで
作成した図面をオリジナル形式のまま読み込む
2Dﾄﾗﾝｽﾚｰﾀ機能が標準搭載されています。
2D形状から簡単に3D化し、3D上で検討・
修正を⾏います。3D形状が完成したら2D図面を
ご使⽤中の2DCADに転送し、図面の仕上げを⾏えます。

生産
可視化

Quick シリーズ
ニュートラル

【困りごと】
･手書き日報では正確な作業時間を
把握が出来ているか心配

･機械が止まっている時間が多いと
【提案】
･機械の信号灯を感知。
RFIDやﾊﾞｰｺｰﾄﾞによる実績収集
･QuickNaviで簡単に⾒える化

原価管理、顧客管理、見積

もりが出来る顧客管理ソフ

トを探しておられる方に最

適！

業務の運用ルールを整備で

き、会社の業務をマニュア

ル化できます。

売上原価Pro
IJS

原価
管理

Marian EX
マーズコンピュータ

生産
管理バーコードリーダー

Welcat

原価
管理

バーコードリーダーがハンズフリーになることで

物を運ぶ・工具を使って加工作業を行うという

本来作業を妨げることなく、効率化と安全性

を飛躍的に向上。

これまでにない新たなシステムを実現することが

出来ます。

・ピッキング、検品、かんばん照合等

ＭarianEXは、①個別進捗を把握したい ②在庫

を把握したい ③所要計算結果から原材料ごとの

過不足を把握したい お客様へ、必要な機能を選

択しスモールスタートから段階を踏んで拡充を

していけるシステムです。



建設業

ATLUS REAL/
Saviour / MARS
CST

土木
積算

安全･原価

積算データ連携による入札～竣工までの業

務効率化も 実現いたします。

総合評価落札方式や労働安全衛生法の対応

も含めますます重要性が高まる安全管理活

動支援システムSaviourと、現場代理人の

声と運用実績から得た独自のノウハウを形

にした実行予算・原価管理システムMARS。

土木施工
安全管理

デキスパート /
サイガード
建設システム

「デキスパート」シリーズは約30種類の

ソフトから構成される土木工事の施工管

理トータルソリューションシステムです。

技術提案から電子納品までの業務をトー

タルで管理でき、現場の施工管理を劇的

に変化させることができます。

土木
CAD

施工管理
EX-TREND武蔵
福井コンピュータ

土木施工業務に特化した全く新しいCAD

をラインナップに加え、CALS/ECを

完全に

攻略する

ために

誕生した

土木施工

業専用

システム

です。

建築
CAD

ARCHITREND ZERO
福井コンピュータアーキテクト

3次元建築CADでは

業界トップシェアの

アーキトレンドが

生まれ変わりました。

プランニングから

プレゼン、申請まで

一気通貫。ユーザー様

の声を基にした開発体

制で、あなた色のCAD

を実現します。

ALTA
CST

建築
プレゼン

ALTAは、CADを利用する前の「提案段

階」で利用し、新築住宅・リフォーム営業

の成約率を高める為のプレゼンツールです。

建設原価
⾒積

どっと原価NEO
建設ドットウェブ

工事原価管理から全

社利益管理まで建設

業の経営と業務を

トータルにサポート。

建設業の全社業務の

効率化と早期チェッ

ク体制の両立を支援

します。

使いやすさ・速さ・拡

張性を追求したCADシ

ステムです。

水匠は水道工事、電匠

は、電気設備工事に関

わる様々な図面作成業

務を効率化することが

できます。

ANDES 水匠・電匠
システムズナカシマ

水道
電気
CAD

愛知県の電子納品ルールが
大きく変わりました！！

建築

土木

今後は電子納品に対応したCADが必要です。

徐々に増えている施工パッケージへの対応

耐震を含む性能表示がこれからは必要です。

発注者、入札年月日を入力するだけで、

積算環境が整い積算作業をすぐに開始でき

マウス操作だけで工事の内訳をカンタンに

作成できます。面倒だった文字入力がグン

と減ります。

土木
積算

Ｇａｉａ９
ビーイング

高所ｶﾒﾗ
その他

高所点検ﾛﾎﾞｯﾄｶﾒﾗ
三友電⼦

設置も操作も安全な地上で

行うので、墜落・落下事故の

リスクを大幅に低減できます。

その他 ｵｿﾞﾝ脱臭器
三友電⼦

気になるにおいをオゾンで解決

さまざまな業種で利用されております。


