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 お客様の声 〜こんな活⽤をしています︕

 課題別ソリューション

 各機能の紹介

 主な特⻑

 インタラクティブ ホワイトボードとは

内容

まるわかりガイド

RICOH Interactive Whiteboard









外部⼊⼒
切替

書く
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共有

RICOH Interactive Whiteboard

複数台のインタラクティブ ホワイトボード同士
やテレビ会議と組み合わせて共有可能


表示した画面に書き込んだ内容をマルチ
ページPDFファイルとしてメール送信、保存、
または印刷可能

共有

遠隔地と共有

メール送信、保存、印刷

書く

専⽤ソフトをインストールせず、端末情報を
映し出したディスプレイに直接書き込める

読込み
保存

映す

専⽤電⼦ペンでスラスラ書ける
OCR、拡大縮小などの編集機能も充実

選択
消去

接続機器を選ばずに表示可能。⽤途ごと
に選べる55、65、86インチをラインアップ

ディスプレイとして

表示した電子データに直接書き込む

ペン



ホワイトボードとして書き込む

共有

＜アイコン例＞

直感的に使えるシンプルなユーザーインターフェイス
を採⽤

シンプルなインターフェイス

大型ディスプレイとホワイトボードが⼀体となった、「映す」「書く」「共有」が簡単にできる新しいコラボレーションツー
ルのRICOH Interactive Whiteboard。誰でも簡単に使える直感的なインターフェイスで、コラボレーションを促
進します。

主な特⻑
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映す

D5520

D3210

D6510

1,920×1,080ドット

D8600

3,840×2,160ドット

3

RICOH Interactive Whiteboard

たとえば、大会議室や受付、イベント会場でインフォメーションボードとして。たとえば、教育⽤アプリケーションと組み合わせた授
業での利⽤といったように、すでにお使いのアプリケーションや機材と組み合わせて、タッチディスプレイとして幅広くご利⽤いただ
けます。

アプリケーションや機材と組み合わせて使えるタッチディスプレイ

※ IWB … インタラクティブ ホワイトボード

パソコンやDVDプレーヤー、書画カメラなど、様々な機材の接続端⼦の種類が充実しているため、お客様が今お持ちの
機材を最大限に活⽤していただくことができます。外部機材と掛け合わせることによって、利⽤の幅が広がります。

豊富なインターフェイスに対応

1,920×1,080ドット

1,920×1,080ドット

32インチ

会議の参加者が「視線を合わせて」「同じ情報を⾒る」ことで、議論への集中度が⾼まります。紙資料を配布する場合、
⾃分の興味のあるページを⾒てしまいがちです。インタラクティブ ホワイトボードなら、使⽤する資料も書き込みも全て１つ
の画面に表示。議論に集中できるので、発表者が⼀方的に話す会議から、参加者が活発に議論を⾏う会議に変わりま
す。

大画面のディスプレイに情報を映し出し、参加者全員で共有

パソコンやタブレット端末などの画面を大画面ディスプレイに表示。参加者全員が同じ情報を⾒ながら議論に集
中できます。

各機能の紹介

映す

4

RICOH Interactive Whiteboard

インタラクティブ ホワイトボードにデジタル出⼒端⼦を装備。RICOH PJシリーズのプロジェクターとケーブルを接続すること
で同じ画面を映し出すことが可能です。さらに、画面上での書き込みや操作もリアルタイムで反映。広い会場でのセミ
ナー・公演やプレゼンテーションに効果を発揮します。

ホワイトボードの画面を直接プロジェクターへ投影

迫⼒サウンドの⾼性能スピーカーも搭載。スピーカーを⽤意しなくても音声を聞くことができます。会議など、大人数の集まる
場所での利⽤にも最適です。

高性能スピーカー搭載

映り込み防止機能を搭載。後ろのほうからもディスプレイを快適に⾒ることができます。

映り込み防⽌で、大⼈数でも⾒やすい

※実際の最大書き込み数は、パソコン上で稼動させるアプリケーションの性能に依存します。

ディスプレイに指で触れて、タッチ操作をすることが可能です。最大10点のポイントに同時に触れて操作できるマルチタッ
チ方式を採⽤しているため、複数人で書き込んだり、複数の指で操作することができます。

直感的なタッチ操作

各機能の紹介
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書く

5

RICOH Interactive Whiteboard

手書き文字をリアルタイムでテキストデータに変換可能（OCR⼊⼒）。変換した文字は、テキストデータとしてPDFに保存で
きるので、PDFからテキストデータをコピー＆ペーストしたり、パソコン上でのテキスト検索するなど、結果の後活⽤に便利です。
また、図形やスタンプ、直線の描画も可能。多彩な表現ができます。

OCR⼊⼒、図形からスタンプまで多彩な描画編集機能

ページは最大100ページまで作成できます。パソコン画面の表示時の書き込みも、取り込みボタンで次々と記録できるので、
ホワイトボードのスペースを気にすることなく、どんどん書き込むことができます。

ページ追加は100枚まで

電⼦⿊板に求められる、なめらかな書き心地を実現。どのような持ち方でも書きやすく、直感的な
操作を追求した専⽤電⼦ペンをご⽤意。カチカチとした書き心地にならないよう、ペン先の素材にも
こだわっています。また、ひっくり返せば消しゴムに早変わり。⼀筆分ごとにサッと快適に消せます。

書きやすく、使いやすい電子ペン

パソコンに専⽤ソフトをインストールする必要はなし。ケーブルをつなぐだけでパソコンやお使いの端末の情報をディスプレイに表
示したり、その上に直接書き込むことができます。

専用ソフトのインストール不要。ディスプレイに映した画面に、直接書き込みができる

マーカーペンのような書き心地の専⽤電⼦ペンを使って、ディスプレイに直接書き込むことができます。また、OCR
やコピー＆ペーストなどの編集機能を搭載。ページ追加も100枚までとデジタルならではの機能も充実しています。

各機能の紹介

書く

3分割

罫線
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ディスプレイの前に⽴って書き込む時に、⾜元が邪魔にならない使い勝手と、オフィスに合う
スタイリッシュさを兼ね備えた先進的なデザインの専⽤スタンドをオプションでご⽤意しています。

ディスプレイの前に⽴っても描きやすい、専用のスタンド

議事録

RICOH Interactive Whiteboard

さまざまな目的に応じたテンプレート機能を備えています。業務でよく使⽤するテンプレートとして、議事録やノートのような横罫、
複数のメンバーが書き込んだり３C分析を⾏う時に便利な分割テンプレートもご⽤意し、会議などでの使い勝手を向上します。

目的に応じて選べるテンプレートをご用意

※書き込んだマーカーは保存、メール送信、印刷はされません。

※ペンを操作しているときは、マーカーを書き込めません。

画面を指で直接なぞるとマーカーが書き込めるようになります。書き込みは数秒で消え
ます。画面上の注目させたいポイントを示すのに便利です。また、遠隔拠点とのリアルタ
イム共有時は、拠点ごとにマーカーの色が区別されるので、どの拠点からの書き込みか
判別できます。

指マーカー機能

もう少し書き込みたいのにスペースが⾜りないときなど、すでに書き込んだ内容を選択し、縮小させてスペースを作ったり、移動
して端のほうに置いておくとことも可能です。

手書きしたものを選択して、拡大・縮小、移動が可能

インタラクティブ ホワイトボードに手書きした文字や⼊⼒したテキストデータは、簡単な操作でコピー＆ペーストすることができま
す。ページをまたいで貼り付けることも可能で、便利にお使いいただけます。

コピー＆ペースト機能

各機能の紹介
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共有

、One
*Dropbox、Google
との接続に影響が出る場合があります。One Drive®は、One Drive for Business/オンプレミス版は対象外です。

ホワイトボード

7

RICOH Interactive Whiteboard

インタラクティブ ホワイトボードの画面をパソコンやタブレット端末から閲覧したり、直接書き込むことができます。参加者が、
各々の端末からインタラクティブ ホワイトボードに直接書き込めるので、会議のコラボレーションを促進します。また、インタラク
ティブ ホワイトボードの画面に表示されるIPアドレス情報を、WebブラウザのURLに⼊⼒してアクセスするだけで、インタラクティ
ブ ホワイトボードの画面を閲覧することもできます。

パソコンやタブレット端末からインタラクティブ ホワイトボードの閲覧・書き込み

※映像、音声の共有には別途テレビ会議が必要です。

Skype® for BusinessやRICOH Unified Communication Systemといったテレビ会議と組み合わせて使えば、離
れた拠点とも映像・音声・資料・手書きの書き込みを共有できます。二画面表示機能により、テレビ会議の画面とインタラク
ティブ ホワイトボードの画面を同時に映すことができます。フルHDならではの⾼精細な画面に資料と相手先の映像を同時に
表示。簡単でリッチな遠隔会議がすぐにできます。

Skype® for Businessやテレビ会議と連携させて、遠隔コミュニケーションを実現

イントラネットを経由することで、本社と支社、事務所と現場など、離れた拠点間でも、ディスプレイに映し出したコンテンツや
書き込み内容を、最大20台までリアルタイムに共有可能。国内はもちろん、海外との共有も⾏なえます。

国内や海外と最大20台までインタラクティブ ホワイトボード同⼠の共有が可能

Drive™

Drive®への保存が可能です。クラウド型のストレージサービス側の仕様変更により、インタラクティブ

*

表示した画面に書き込んだ内容をマルチページPDFファイルとして、以下のように保存、共有することができます。保存した
PDFファイルは、インタラクティブ ホワイトボード上で再編集することができます。また、クラウド型ストレージへ保存ができるので、
書き込んだ内容を外出先など様々な場所から閲覧したり、チーム内で共有することが可能です。

ディスプレイの画像や書き込みを保存、メール送信、印刷

ディスプレイに映した画像や書き込みを保存・メール送信・印刷したり、離れた拠点とリアルタイムに資料や書き
込みを共有することができます。

各機能の紹介

自動
消去

8

インタラクティブ ホワイトボードを複数台使⽤する場合は、親機のみ
の設定で機器設定を⼦機へ反映することが可能です。毎回１台
ずつ設定する手間が省け、管理が楽になります。また、機器ごとに
利⽤できる機能／できない機能の差がなくなるため、ご利⽤になる
方は、どの機器でも同じオペレーションでお使いいただけます。

親機の設定を反映する自動同期機能

RICOH Interactive Whiteboard

設定や管理をネットワーク経由でパソコンから⾏なうことができます。拠点ごとに設置したインタラクティブ ホワイトボードもパソコ
ンから⼀括で管理できるため、管理・運⽤を効率的に⾏なうことができます。

パソコン1台で複数のインタラクティブ ホワイトボードを設定・更新

リコー Authentication Server AE2と連携し、インタラクティブ ホワイトボード利⽤の際にICカードによるユーザー認証を⾏
うことができます。インタラクティブ ホワイトボードに設置したカードリーダーにICカードをタッチするだけでログインでき、ログイン時
に認証したユーザーをメール送信先として⾃動セット。インタラクティブ ホワイトボードの画面を印刷する際、複合機にICカード
をタッチするとプリントされるオンデマンド印刷にも対応しています。

ICカード認証に対応

Active Directory®で管理しているユーザー情報をインタラクティブ ホワイトボードに⾃動で反映させることができるので、管
理者がアドレス帳を作成、登録する手間がなくなります。また、常に最新のメールアドレスを参照するので、誤送信防止にも役
⽴ちます。

Active Directory®との連携機能を実装

インタラクティブ ホワイトボードの書き込み内容をPDF保存／送信する際に、「PDFファイルへのパスワード設定」、「ファイル編
集禁止」、「ファイル名変更の設定」が可能です。また、書き込み内容をメール送信する際に、宛先メールアドレスに対して制
限設定することもできます。

保存/送信するPDFファイルや送信メールアドレスの制限設定

社内情報や個人情報など、機密性の⾼い情報を取り扱うオフィスや教育現場でも安心してご利⽤いただくために、ホワイトリ
ストに基づくセキュリティ方式を採⽤し、ウイルスなどの脅威に備えています。

ホワイトリストに基づくセキュリティ方式を採用

電源
OFF

電源をオフにすれば、表示した資料や書き込んだ内容を⾃動的に消去。データの消し忘れによる情報の漏洩を未然に防止
します。

電源オフ時に、書き込みデータを自動消去

セキュリティにも配慮。重要な会議内容の情報漏えいを防ぎます。また、運⽤管理にも配慮し管理者の負荷軽
減が実現できます。

各機能の紹介 -セキュリティ＆管理者向け機能

3
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STEP 3

大幅な
不可欠だったMCU
（多拠点接続装置）
が不要＊となるため、

を、
シーンによって自在に活用いただけます。
また、
さまざまな環境を

カンタン操作の専用端末や、
場所を選ばないパソコン・スマートデバイス

は用途や目的によって選べる、
2つのタイプの会議システムです。
接続する相手を選ぶ
決定するだけ

ションするために。RICOH Uniﬁed Communication System

＊

いつでも・どこでも 、
だれでも・だれとでも ビジュアルコミュニケー

＊

●コンタクトIDを直接入力

※ 他社製テレビ会議システムとの画面共有は、
他社機側がH.239に対応している必要があります。

※ スマートデバイスでの画面共有は、
受信のみとなります。

つ円滑なコミュニケーションを実現できます。

9

6

3

2

7

1
8

9

5

3

発話者
（1）
を自動的に大きく表示

6

4

自動追加

P3500

ブラウザー

さまざまな利用シーンに応える

コンパクトデザイン

となります。

❸

❶

直接的なシンプル操作

1.6kg

専用環境で、
カンタン&手軽に
つながる

285mm

❶スピーカー
❷マイク
❸カメラ

❷

どこでも＊つながる

無線LAN標準対応

スペースを自由に

広角&ズーム機能

＊別途、
電源・出力機器・インターネット環境が必要です。

ンが始められます。

＊ インターネット接続環境、
P3500は電源・出力機器、
他社製テレビ会議システムは電源が、
別途必要です。

マルチ
デバイス
対応

P1
P3
P4
P7

RICOH Uniﬁed Communication Systemのコンセプト
RICOH Uniﬁed Communication System
P3500/Appsの主な特長
P3500紹介
Apps紹介

パソコンやマートデバイスでビジュアルコミュニケーション。

で接続できます。

適したRICOH Uniﬁed Communication Systemは? ※写真はイメージです。

ビジュアルコミュニケーション・スタイル

P17

P15

P13

P9
RICOH Uniﬁed Communication System Advanced紹介

P8
RICOH Uniﬁed Communication System 360 VR Live 活用シーン

125度
（P3500）
94度
（従来機）

94度

125度

RICOH Uniﬁed Communication System 360 VR Live

INDEX

なり、
活用の自由度がさらに広がります。

ペースに応じて最適な画角調整が可能と

た4倍のズーム機能により、
参加人数やス

を使いやすくまとめたインターフェースです。
パソコン操作などに不
125度の広角カメラを搭載しています。
ま
より臨場感のあるビジュアルコミュニケーション。

デスクワークや外出時・自宅から、

パソコンやスマートデバイスで
慣れな人でも簡単に使えます。
電源を入れたら、
指先ひとつの操作

従来機
（P3000）

の空いているスペースなどで気軽にビジュアルコミュニケーショ

います。無線LANによるインターネット接続環境があれば、社内

社内会議などの同一導入環境で、
カンタン&手軽に活用できます。

有線LANに加え、無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）
に対応して
コンタクトリストから相手先を選んで、
接続するだけで会議が開始できます。

電話番号のような固有のコンタクトIDにより相互接続。

RICOH Uniﬁed Communication System P3500/ Apps
RICOH Uniﬁed Communication System 360 VR Live
（RICOH UCS）

コンタクトID接続タイプ

他社製テレビ
会議システム
（SIP）

こちらでご確認ください。 → http://www.ricoh.co.jp/ucs/recommend.html

●外部カメラ・マイクスピーカーなど関連商品の動作確認済み周辺機器については、

カメラを起こして、
本体上面のボタンを操作するだけ。
必要な機能
せまい場所でも全員の顔を映せるよう、
RICOH
THETAの全天球ライブ映像の配信/受信で、

みんなが使える

40mm

189mm

ビジュアルコミュニケーション。

外部カメラをつないで、多人数で

本社
・支社などの専用会議室でも、
マイクスピーカー、
操作で専用会議室でも活躍し、
高価な大会議室専用端末が不要

会議室で
キャビネットにも容易に収納できます。
また、1デバイスの直感的

他社製テレビ
会議システム
（H.323）
幅広い機種の外部カメラやマイクスピーカーと組み合わせ、
より高品

入出力ポートと、
高速なUSB3.0ポート
（×2）
を装備。
用途に合わせて

外部機器拡張
従来のアナログ映像出力ポートに加え、
伝送劣化のないデジタル映像

専用遠隔会議システムとして

マルチ&グローバルに
つながる

ビデオ会議
ンパクト＆軽量ボディを実現。40mmと薄型のため、デスクの
位なコミュニケーションを実現します。
ゲートウェイ

有線・無線LANを内蔵しながら、A4サイズ、1.6kg以下というコ

全員が参加してビジュアルコミュニケーション。

少人数グループで、手近に限られた場所しかなくても、

オフィスの打ち合わせスペースで
用できるポータブル型専用端末です。
カメラ、
マイク、
スピーカー、

さまざまな場所に軽々と持ち運んで、幅広いシーンでマルチに活

Business

②登録リクエスト却下

コミュニケーション不可！

スマート
デバイス

コンパクトボディに加え、
さまざまな場所での使いやすさをいっそう高める広角&ズーム機能を備えたカメラを搭載。
また、
映像・
音声のクオリティと外部機器への拡張性により、
専用会議室に設置する多人数向け端末としても、
マルチに活躍します。
異なる環境で、
Skype® for

マルチ&グローバルに活用できます。

社外など異なる環境との接続や専用環境がない場合でも、

接続できるコミュニケーションシステムです。

クラウド上の仮想会議室に、
さまざまな環境の端末・デバイスから

仮想会議室接続タイプ
RICOH
Uniﬁed Communication
RICOH Uniﬁed Communication System Advanced
System （RICOH UCS Advanced）

コンタクトID接続タイプ ポータブル型専用端末

②登録リクエスト承認

③アドレス帳に相手先
（コンタクトID）
が
追加されない

①登録リクエスト送信

コミュニケーション可能！

RICOH③アドレス帳に相手先
Uniﬁed Communication
（コンタクトID）
がSystem Advanced

※ 他社機接続では、
接続先機器がH.235 AESに対応しており機能が有効になっている場合のみ、
通信が暗号化されます。

承認することで、
双方のアドレス帳に登録されます。

登録リクエストを送信することで行ない、
相手側でそのリクエストを

帳への登録は、Web上の管理ユーティリティを用いて相手端末へ

コール
（会議接続の開始）
しか受けない仕組みとしています。
アドレス

復元はできません。
またアドレス帳に登録されたコンタクトIDからの

映像・音声データを暗号化する通信方式により、
途中で盗聴されても

コンタクトIDによる強固なセキュリティ

＊ リコー 他社製テレビ会議システム接続サービスのご利用時に3拠点以上接続する場合は、
MCU
（内蔵可）
が必要となります。
※ スマートデバイスでの同時表示可能拠点数は最大4 拠点となります。

カンタン
操作で
すぐ会議

を写しながら、
同じ画像を見てイメージを共有できるため、
効率的か

2つの
接続
タイプ

すべてのメンバーがパソコンの画面を共有可能。
また商品などの実物

パソコンをUSBケーブルで接続するだけの簡単操作で、
つながった

パソコン画面や実物イメージの共有もカンタン

※P3500の場合
（Appsは、
Apps for Windows®のみ）
RICOH Uniﬁed Communication
System
360 VR Live

とダイアログが表示

相手先には、
「新規の拠点から着信中です」
RICOH Uniﬁed Communication
System P3500/ Apps

直接コンタクトIDを入力して接続できます。

アドレス帳に登録されていない相手先とすぐに会議を始めたい時は、

ぐに会議を始められます。

操作。相手先が応答すれば、
す

択し、決定するだけのシンプル

アドレス帳の中から接続先を選

●アドレス帳から選択
に最適なコミュニケーションスタイルを実現します。

8

5

2

9拠点を均等な大きさで表示

7

4

1

クローズアップして表示するなど、
さまざまな画面表示が可能です。

コスト削減が可能になります。
また最大9拠点を同時表示。
発話者を

ビジュアルコミュニケーションをもっと自由に

STEP 2

同時接続数は無制限。最大9画面を同時表示

多拠点接続を標準機能として提供。
従来のテレビ会議システムには

2種類の方法でカ
ンタン接続
シームレスにつなぐマルチ&グローバルな会議を可能にし、
お客様

※P3500の場合。

電源を入れる

STEP 1

ます。
（Appsはアプリケーションにログインして接続先を選ぶだけ）

電源を入れたら、接続したい相手を指先ひとつで簡単に選択でき

わずか3ステップで会議開始

＊ インターネット接続環境、
P3500は電源・出力機器が、
別途必要です。

コミュニケーションできる。

環境の違いを越えて

RICOH Uniﬁed Communication System［P3500/Apps］

カンタンにつながる。

コンタクトID接続タイプ

コミュニケーションシステム

いつでも・どこでも＊、
だれでも・だれとでも＊、
RICOH
カンタン&手軽につながる。

4
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Apps
Apps
：：
スマート
スマート
デバイス
デバイス

コンタクトID接続
コンタクトID接続

P3500
P3500

P3500のカンタン操作を活かして
P3500のカンタン操作を活かして

［［
会議室
会議室］］
自社
自社

仮想会議室
仮想会議室

フレキシブルに会議ができる、
フレキシブルに会議ができる、
ビジュアルコミュニケーション
ビジュアルコミュニケーション
・スタイルです。
・スタイルです。

必要な時に必要な人をゲスト招待でき、
必要な時に必要な人をゲスト招待でき、
参加者が流動的でも
参加者が流動的でも

接続環境が幅広く、
接続環境が幅広く、
さまざまな場所から手元のデバイスで参加。
さまざまな場所から手元のデバイスで参加。

［［RICOH
RICOHUniﬁed
UniﬁedCommunication
CommunicationSystem
SystemAdvanced
Advanced］］

マルチ&グローバルにつながる、
マルチ&グローバルにつながる、
仮想会議室接続のビジュアルコミュニケーション
仮想会議室接続のビジュアルコミュニケーション

出先からでも手軽に
出先からでも手軽に

外出先
外出先

システム管理者がいなくても
システム管理者がいなくても

［［
会議室
会議室］］
本社
本社

P3500
P3500

P3500やパソコン
P3500やパソコン
・スマートデバイスで、
・スマートデバイスで、
アドレス帳からカンタン
アドレス帳からカンタン
・手軽に接続できます。
・手軽に接続できます。

手軽な情報交換などに最適な、
手軽な情報交換などに最適な、
ビジュアルコミュニケーション
ビジュアルコミュニケーション
・スタイルです。
・スタイルです。

1対1でも複数でも自在な形態で、
1対1でも複数でも自在な形態で、
参加者が固定的な社内
参加者が固定的な社内
・グルー
・グルー
プ内の会議や、
プ内の会議や、

［［RICOH
RICOHUniﬁed
UniﬁedCommunication
CommunicationSystem
System］］

ブラウザー
ブラウザー

他社製テレビ
他社製テレビ
会議システム
会議システム

Apps
Apps
：：
パソコン
パソコン

自宅
自宅

出先
出先

出先のWeb会議システムで参加
出先のWeb会議システムで参加

Skype®
Skype®
for
for
Business
Business

取引先
取引先

テレワーク
テレワーク

仮想会議室
仮想会議室

仮想会議室接続
仮想会議室接続

社内の会議室や空いたスペースで
社内の会議室や空いたスペースで

［［
会議室
会議室］］
支社
支社

ブラウザー
ブラウザー

他社製テレビ
他社製テレビ
会議システム
会議システム

社外の人をゲスト招待
社外の人をゲスト招待

取引先
取引先

既存のシステムを活用
既存のシステムを活用

［［
会議室
会議室］］
支社
支社

同時に接続することはできません。
同時に接続することはできません。

※コンタク
※コンタク
トID接続と仮想会議室接続は、
トID接続と仮想会議室接続は、

社内の会議室や空いたスペースで
社内の会議室や空いたスペースで

［［打ち合わせスペース
打ち合わせスペース
］］
支社
支社

P3500
P3500

P3500
P3500

外部との会議の場合
外部との会議の場合

社内会議の場合
社内会議の場合

コンタク
コンタク
トID接続
トID接続

コンタクトID接続
コンタクトID接続

P3500
P3500

ブラウザー
ブラウザー

［［
会議室
会議室］］
本社内
本社内

システム管理者がいなくても
システム管理者がいなくても

［［
会議室
会議室］］
支社
支社

P3500
P3500

柔軟
柔軟
・自在なコミュニケーション
・自在なコミュニケーション
・スタイルを実現します。
・スタイルを実現します。

外部や海外との会議では仮想会議室に接続し、
外部や海外との会議では仮想会議室に接続し、
手近
手近
・既存のデバイスで参加。
・既存のデバイスで参加。

社内会議などではコンタク
社内会議などではコンタク
トID接続。
トID接続。

カンタン
カンタン
・ポータブルなP3500の操作性を活かし、
・ポータブルなP3500の操作性を活かし、

［［RICOH
RICOHUniﬁed
UniﬁedCommunication
CommunicationSystem
System］］
＋＋
［［RICOH
RICOHUniﬁed
UniﬁedCommunication
CommunicationSystem
SystemAdvanced
Advanced］］

だれでもカンタン
だれでもカンタン
・・
臨機応変に活用できる、
臨機応変に活用できる、
コンタクトID接続
コンタクトID接続＋仮想会議室接続によるビジュアルコミュニケーション
＋仮想会議室接続によるビジュアルコミュニケーション

社外の人をゲスト招待
社外の人をゲスト招待

既存のシステムを活用
既存のシステムを活用

［［
会議室
会議室］］
支社
支社

テレワーク
テレワーク

自宅
自宅

社内の空いたスペースで
社内の空いたスペースで

［［打ち合わせスペース
打ち合わせスペース
］］
支社
支社

P3500
P3500

カンタン&手軽につながる、
カンタン&手軽につながる、
コンタクトID接続によるビジュアルコミュニケーション
コンタクトID接続によるビジュアルコミュニケーション

RICOH
RICOHUniﬁed
UniﬁedCommunication
CommunicationSystemの
Systemの
自在なビジュアルコミュニケーション
自在なビジュアルコミュニケーション
・
・
スタイル
スタイル
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クラウドで『バックオフィス』の課題解決
課題解決に役⽴つ豊富なクラウドラインナップ

ワンストップくらうど

政府が主導する働き⽅改⾰の流れを受け、テレワークやダイバーシティなどの取り組みが進められています。
また労働⼈⼝の減少に起因する、企業の⽣産性向上は急務で、業務基盤のIT化や効率化は喫緊のテーマです。
働き⽅改⾰から業種特有のお悩みまで、事業の基盤となるバックオフィス業務の課題解決をクラウドが⽀援します︕

こんなお悩み
の
ス
ィ
フ
オ
バック
︖
ありませんか

メールやExcelで情報共有（製造）
販売店からの依頼や連絡⽅法がバラバラ︕
進捗管理も属⼈化して抜け漏れが…
根強い紙⽂化（福祉・介護）

Excelで案件管理（建設）
膨⼤なファイル数、どれが最新…︕︖
⼊⼒漏れがあって進捗共有できない︕

急な問合せで書類がみつからない︕
連携不⾜で同じクレームが何度も…

紙の作業点検表（運輸）
本部で点検表のとりまとめが⼤変︕︕
導⼊したiPadが使いこなせていない…

スのお悩みは
で解決!!

バックオフィ

のメリット︕︕

とは︕︖
サイボウズ株式会社が提供する業務プラットフォーム
ツールです。専⾨知識がなくても、必要な業務アプリ
を現場ですぐに利⽤できます。たとえば・・・
案件や
営業⽀援ツール
に

サポートや
業務フローに

だれでも簡単に
業務アプリ作成︕
⽉額から
⼿軽に始められる︕
システム連携で
活⽤の幅が広がる︕
モバイル対応で
外から利⽤できる︕

・案件管理
・営業⽇報
・顧客リスト
詳しくは

提案から導⼊まで
リコージャパンが
ワンストップ︕

・問合せ管理
・サポートFAQ
・経費申請
【URL】http://www.ricoh.co.jp/solution/kintone/
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kintoneを活⽤したバックオフィス業務改善

案件管理

●⽇程や進捗、ステータス更新のため案件管理をExcelで運⽤
●上司・サポート担当が進捗、対応漏れをチェックするが、
ファイル数が膨⼤な上、⼊⼒漏れで進捗共有も困難に…
ファイル数が膨⼤な上、⼊⼒漏れで進捗共有も困難に

●案件登録が簡略化され、⼊⼒漏れ⾃体が削減
●上⻑・サポートは1クリックでチェック完了、業務時間を短縮
●通知機能で現場ともリアルタイムな情報共有。

上司・サポート

現場
案件発⽣︕
今後の予定をExcel⼊⼒

現状はどう
なってるだ
ろう︖

上司・サポート

案件発⽣︕
決まった項⽬を
埋めるだけ︕

進捗・対応漏れチェック

⼊⼒漏れを⼀括表⽰
通知で
対応漏れを通知
最新情報を共有︕

現場

対応漏れを連絡、修正

ステータスや案件など
⾒たい情報を
切り替え表⽰

点検報告
●現場ではiPadを活⽤し、アプリで報告。記録、提出漏れがなく
なり、ペーパレスにも貢献。埋没資産も有効活⽤
●集計と承認（回覧）の⾃動化で、業務スピードは⼤幅改善

●現場では作業点検表など、紙のチェックシートに記⼊
●iPadを導⼊しているが、使いこなせずムダになっている
●本部で報告をとりまとめの上、承認（回覧）作業が発⽣

倉庫・配送センター

倉庫・配送センター

本部

紙のチェックシート

集計の⼿間がなくなって
効率的︕

本部

承認（回覧）の⼿間
タブレットで
紙に⽐べて楽に、
早く終わらせられる︕

せっかく⽤意したのに使われない…

現場のタイムリーな情報
を確認できる︕

販売店との情報連携
●案件報告、販売店からの依頼・申請事項をkintoneに集約
●販売店の案件が”⾒える化”され、有効な施策が打てるように
●進捗が迅速に共有されたことで、対応品質とスピードが向上

●販売代理店からはExcelやメールなどバラバラな依頼状態
●プロセスは共有されず、受注などのタイミングでしか進捗がわ
からない。管理が属⼈化し、抜け漏れも多発

販売代理店

販売代理店

営業・マネージャー

営業・マネージャー

ゲ
ス
ト
ス
ペ
�
ス

バラバラに来るから管理⼤変︕

・・
サ案
ン件
プ登
ル録
依
頼

もっと効果的な施策を
しまった︕
打ちたいのに…
依頼の処理漏れが…

⾒える化で適切な施策がうてる︕

申請アプリ

通知・承認

報告アプリ
通知・承認

管理も楽で、抜け漏れも⼼配なし︕

施設運営
●ケアセンター内の情報はすべてが紙の資料で管理されている
●問い合わせの際に資料を探す⾮効率
●施設の稼動状況や、クレームなどが共有されずスキルも属⼈化

拠点A

●紙の情報を段階的にkintone移⾏。拠点はPC、外出先はスマホで閲覧
●社内全体の情報が整理され、現場スタッフ・管理部⾨の業務が効率化
●⼈材配置が最適化され、業務スキル・対応スピードが向上

拠点A

本部

問い合わせないとわからない…
必要な資料がみつからない…

検索するだけで
必要な情報を確認できる︕

本部

利⽤者・現場の
ニーズに
応えられない

利⽤者・現場のニーズに
応えられない

拠点B

現場ばかり負担が⼤きい︕
本部が対応してくれない︕

書類が⼭積み
対応が追いつかない…

拠点B

スッキリと情報が整理されて
紙のように埋もれない︕
現場からでも全体の状況がわかる︕

◆お申し込み先◆

株式会社

六甲商会
24

担当営業まで

25
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建築プラン360°提案パック

新築・リフォームの
提案活動を改革
提案資料作成が
約７⽇から

0.5⽇ へ
削減

⾒積りやプランニングの作成に
お困りではありませんか︖

※

※0.5⽇︓ITツール⼊⼒(建具など/家具/インテリア）40分、レンダリング20分、プレゼンシート20分、⾒積調整20分。プランの検討時間は除く。
レンダリングはご利⽤PCのスペックにより左右されます。(株式会社コンピュータシステム研究所調べ)

■競合すると負けることが増えた

■提案資料（パース）の作成に
時間がかかっている

■リフォームの物件が増えてきた

・他社との競合が増え、差別化
が難しくなっている
・営業段階の⾒積りが坪単価
のため、⾦額だけの勝負になっ
ている

・提案資料の作成が社内作成
や外注のため、時間がかかり
施主の熱が冷めてしまう
・イメージを上⼿く伝えきれず、
プラン変更が多くなっている

・リフォームのBefore→Afterイ
メージが的確に伝えられず、⼿
戻りが多い
・⾒積りの数が多く、提案書作
成の時間が作れない

“スピーディ”

に

“インパクトのある” プレゼンがしたい︕
27

新築・リフォーム提案の課題改善に
新築・リフォーム提案の課題改善に
簡単に使えるプレゼンシステムをご紹介します
・360°カメラやデジタルペン
提案は、施主の記憶に残
るプレゼンができます
・営業マンでも概算⾒積り
ができ、拾い出し根拠も⾃
社のオリジナルで作成可能
です

・施主の前や社内で、簡単
に⾼品質パースが短時間
で作成できます
・商談時に施主ニーズの聞
きだしが⾏いやすくなります

・商談時にBefore→After
のイメージを360°パラノラマ
活⽤により、わかりやすく的
確に伝えます
・プレゼンデータを元に、⾒積
りの作成が⾏えます。

【商品構成】
①現況プランをパノラマ撮影

②3Dで提案プランを作成

③Before/Afterを⽐較提案

まえ
360°カメラ 「RICOH THETA」

「ALTA 360°提案パック」

クラウドサービス 「THETA 360.biz」

「RICOH THETA」でリフォーム前の既存住
宅をパノラマ撮影

撮影データを 「ALTA」に取り込み
3Dで提案プランを作成

データを書き出し、360°パノラマデータで
リフォーム前後をわかりやすく⽐較提案

◆お申し込み先◆

株式会社

六甲商会
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担当営業まで
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秘

あれ"？
印刷したのにない！"

6WHS文書をえらぶ

6WHSスタート
スタート

印刷の出しっぱなし
がなくなりました

複合機前で出力する
から確実で安心です。

リコーのカンタン私書箱プリントを使うと、パソコンから送られた印刷データが複合機に
いったん蓄積されます。
操作パネルから印刷したいデータを選択して、目の前で印刷が開始されるので
放置プリントや取り間違いがなくなりました。
印刷物からの情報漏洩を抑止できました。

リコー複合機のここが気に入りました！
Nおせ

・印刷した文書が複合機にそのまま放置されていた
・取り間違いが発生して時々印刷文書がなくなっていた

あるお客様でこんな困りごとがありました。

見て見ぬふりをしていませんか?

情報漏洩につながりますよ。

放置プリントは

こんなことご存知でしたか？

紙文書からの情報漏洩に関心があったお客様の事例です。

白黒印刷では
色差がなく分かりづらい仕上がりに。

EHIRUH

強調したい部分を着色した資料

原稿

リコーの色プリント

白黒料金で美しく分かりやすい
仕上がりになります。

DIWHU

リコー複合機のここが気に入りました！
Nおせ

・コストを抑えるための社内ルールで白黒印刷しかできなかった
・白黒の資料では会議で説明してもうまく伝わらなかった

あるお客様でこんな困りごとありました。

リコーなら
が
白黒料金で2色カラーに
プリント
コピー

こんなことご存知でしたか？

社内文書を白黒で出力されていたお客様の事例です。
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6WHS スキャン

6SHHGRFなら、スキャナーで読み込むのと同時に
紙文書がテキストデータになります。

6WHS テキスト付3')

加工可能に

リコーの複合機は変換精度が
違います。裏面をご覧ください。

でも、2&5変換って、
信用できるの？

※6SHHGRFクイックエージェントが必要になります。

ＯＣＲ結果

スキャンデータ

リコー複合機のここが気に入りました！
Nおせ

品質証明書を作成するために、OCR機能で変換したテキストを
フォーマットに転記すれば作業が軽減できるはずだったのに、
某複合機のOCR精度が低く、結局打ち直しをしていた。

あるお客様でこんな困りごとありました。

思っていらっしゃいませんか?

OCR機能は使えないと

紙文書をテキスト文書にする

テキスト化

こんなことご存知でしたか？

スキャナーで紙文書をテキスト化して業務効率をUPした
製造業の事例です。

待望の文書の電子化が
かんたんにできたと
好評です。
※クラウドの保存容量は契約によって異なります。容量を増やしたい時点で変更することができます。
クラウドは、社内のサーバー容量拡張に比べると管理が楽にできます。

操作ステップがわかりやすく、:LQGRZVのエクスプローラーと
同様の操作なので迷わずに使うことができます。

クラウドだから、
保存した文書は外出先でも、
皆で共有できて便利！

また外出先からもタブレットを介して文書の閲覧ができるようになりました。

Speedocを使えばリコー複合機から直接クラウドに文書を保存できます。
クラウドなので保存容量を気にせずに電子化できました。

リコー複合機のここが気に入りました！
Nおせ

・｢介護日誌｣｢サービス提供記録｣など介護･福祉業に関する多くの
｢介護日誌｣｢サービス提供記録
サービス提供記録 など介護･福祉業に関する多くの
紙文書を、決められた期間内保管しておく場所が必要
・今後も入居者が増え続ける予定なので、収納スペースに困っている
・タブレットを購入したが有効活用できていない

あるお客様でこんな困りごとありました。

でも紙の
は
悩んでいらっしゃいませんか?

電子化 難しいと

増え続ける紙文書を何とかしたい

こんなことご存知でしたか？

紙文書をクラウドに保存して業務効率UPした
介護福祉業の事例です。
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原稿

.E

※当社比

ファイルサイズが
約で読み込めます！

リコーのクリアライト3')なら

標準3')だと .E

リコーのクリアライトPDFであれば
データは軽く中身もクッキリ。

リコー複合機のここが気に入りました！
Nおせ

・文書の電子化は進めたいけど、どう進めればいいかわからない
・サーバー容量がいっぱいになりそうで電子化に迷ってる
・メール添付時のスキャンデータサイズも大きいから、困ってる

あるお客様でこんな困りごとがありました。

サーバー容量がないと
お悩みではないですか？

文書の電子化はしたいけれど

こんなことご存知でしたか？

サーバーの容量に課題がありスキャン業務が進まなかった
お客様の事例です。

あらかじめ登録しておいた単語帳を利用して
ファイル名をつけられるので、ファイル名を統一できます。

6WHS保存ファイル名を選択

「3')」「([FHO」「:RUG」など、ファイルの種類で
絞り込み表示をすることもできます。

6WHS印刷するファイルを選択

集約印刷

カラー印刷

印刷条件も変更
できます。

週刊誌とじ

白黒印刷

パソコンが無いと印刷できないと思われていませんか？
Speedocなら、PCレス環境(タブレットのみお持ちの場合)でも、クラウドに保存された文書を
複合機から直接印刷できます。 用途に応じて印刷条件変更も可能です。

クラウドに保存した文書を複合機のパネルから印刷できます。

Speedocのプルプリント機能

「フォルダ１」「フォルダ２」の名前も変えられるので、
カテゴリーがわかりやすく、保存時に間違いにくくできます。

6WHS保存先を選択

「取引先名」や「業務名」など、利用頻度の高い語句をあらかじめ単語帳として登録できます。
利用者は、登録した単語を利用できるので、統一したファイル名が生成でき誰でも検索ができます。

統一されたファイル名で保存できるので探しやすい

Speedocの単語帳機能

リコーの複合機ならクラウド連携も簡単

こんなことご存知でしたか？

