御社は大丈夫ですか？

10

11

12

「消費税変更対応ソリューションパック」で
法改正対応に最適なソリューションをご提案します！
六甲商会では、
過去に様々な法改正にともなうシステム変更に対応を
してきました。
消費税対応、改元対応含めて、これからもお客様のスムーズな
システム活用をご支援させていただきます。

（株）六甲商会まで
13

「事業所に戻らないと業務ができない…」
「事業所に戻らないと業務ができない…
」
「他拠点と円滑にデータ共有ができない…
「他拠点と円滑にデータ共有ができない
…」
そんな悩みを改善！

場所にとらわれない
働き方をご支援します
働き方

営業活動の

生産
生産性
生産
向上
向

あてはまるお困りごとの□に✔をいれてください

リコージャパン
社内実践例

社外でのデータ確認に関して…

□ 事業所外でファイルサーバーやNAS※ のファイルが
閲覧できず欲しい情報が得られない
□ 変更指⽰を書き込んだ紙が事業所にあり社外業務中
に確認できない
□ 事業所外で⽇報・報告書作成や提出ができないため
毎⽇帰社している
現場担当者・営業など

※Network Attached Storageの略称

他拠点とのデータ共有に関して…

□ 別の担当者が作成中のデータが確認できず進捗が
わからない
□ 誰かがファイルを編集中でロックがかかっている…
⾃分の作業が進められず業務の遅れにつながる
□ 「紙資料をスキャンしてからメールで添付し担当者
に共有」などデータ共有の⼯程が多く時間がかかる
業務担当者など

「社内外でデータ共有パック」で解決できます！
14

インターネット環境さえあれば いつでも どこでも どの事業所からでも
データの「確認」「作成」業務が可能に︕

スマホから
注⽂書を確認

データの置き場はクラウド上へ
社内にファイルサーバーを持つ必要が
なくBCP対策にもなったぞ︕

現場で最新の
図⾯を確認
最新の集計データを
作成&共有

現場で最新のデータが確認できる︕
これなら事業所に戻る必要がないぞ

必要な情報はファイルだけじゃない！
必要な情報はファイルだけ
じゃない！
社内通達や会社暦なども
社
内通達や会社暦なども
確認できるようにしませんか？
確認できるようにしませんか？

1.
2.

以下の機能を提供︕
全社掲⽰板（通達⽂書など）
全社ドキュメント

3.
4.

カレンダー
ディスカッション

複合機から直接保存&印刷！
スキャンデータも
外出先から閲覧可
※複合機連携サービスの費用が発生します

Microsoft

®

Office 365

(消費税別)

プラン名

Business
Essentials

Business

Business
Premium

標準価格（⽉額/ユーザー）

660円

900円

1,360円

Office インストール

×

○

○

個⼈⽤クラウドストレージ
（1TB）

○

○

○

活⽤⽀援サービス
製品名
マイクロメイツかんたんポータル

〇

×

〇

共有クラウド
ストレージ

〇

×

〇

チャット/Web会議

〇

×

〇

標準価格
153,000円

年間保守

~10名様

18,600円

年間保守

~25名様

40,000円

年間保守

~50名様

60,000円

※別途 作業費⽤が発⽣します
※初期設定メニューもご提案可能です

グループウェア機能
メール/予定表

(消費税別)

複合機連携サービス
製品名

(消費税別)

標準価格

SpeedocV3.5 for RICOH

70,000円

※別途 作業費用が発生します

（株）六甲商会まで

●担当者・お問い合わせ先

このチラシの記載内容は、2019年2月現在のものです。
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SB・C&S
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SB・C&S
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SB・C&S
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専用ICカード

複合機

Wi-Fi

充実した環境設備

専用ロッカー

会議室

電源

ドリンク

TEL・FAX

『自由な働き方』が注目されています。育児や介護など個人的な事情で遠くまで通勤で
きない社員。通勤コストを削減したい管理部門。
もっと身近にワークスペースを。

今話題のリモートオフィスを
実証実験しませんか？

会員様は業種・業態も様々。
自然といろんな情報や刺激が得られます。
交流会への参加でコミュニケーション力もアップします。

スタッフ

TEL：078-265-2561（コロコ）

平日9：00～18：00 受 付 中

内覧／1DAY無料体験

色んな人と仕事場を共有することで人のつながり、
ビジネスの輪が広がります

オートロックのオフィス内は全て会員様。
初めての方でも安心感があります。

会員制シェアオフィスだから
安心して仕事ができます

固定費は月額10,800円から。名刺やHPにも住所を追加でき078の固定電話番号も
掲載できます。
（オプション）
郵便、宅配の受け取りも。
ビジネスチャンスが拡がります。

（住所・電話）が明日から開設できます。
僅かなコストで『神戸オフィス』

専用ロッカーにPCや資料が置け、Wiﬁや複合機、
シュレッダーに
事務用品があります。手ぶらで来ても即お仕事ができます。

手ぶらで来てもお仕事ができる
オフィス環境を提供します

お客様訪問前の資料のチェック、訪問後の打合せ記録作成。
混み合うカフェでは時間や情報漏れなど気を使いますね。
そんな時セカンドオフィスでゆったりとお仕事できます。

気兼ねするカフェより、気軽で快適なセカンドオフィスでお仕事しませんか？

六甲商会では2012年6月から神戸・三宮にシェアオフィスcolocoを開設・運営しております。
主に個人事業主・新規起業の方にご利用いただいておりますが、最近では全国各地の企業様の神戸オフィスとして
のご利用も増えてまいりました。

低料金！ 登記可能！ 設備バッチリ！

思っ
た
カンタ 以 上に
ンで
した！

シェアオフィス＆コワーキングスペース

シェアオフィス
活用しませんか？

神戸に事務所がほしい…でも余分なコストは掛けたくない！

専用ロッカー

会議室

来客時
対応

さまざまなセミナーや
コロコでは、
交流イベントを開催しています。
お気軽にお問合せ下さい。

シェアオフィス

セミナー・イベント
開催中

プライベートオフィス

ミニオフィス＆セミナースペース

来客時
メール
お知らせ

安心して利用
しているよ

運営／株式会社 六甲商会

facebookページでは
colocoの様子やイベントセミナーなど最新情報を発信。
たくさんの いいね！お待ちしております！

http://coloco-kobe.com
〒651-0086 神戸市中央区磯上通6丁目1番17号ウェンブレービル6階
FAX078-265-2562 mail coloco@rokko-gr.co.jp

078-265-2561

複合機

フリースペース

受付／9：００～18：００
（月～金）

リラックススペース

カウンタースペース

宅急便
受取保管
案内

とっても
助かってるよ

シェアオフィス＆レンタルオフィス

郵便物
保管

コワーキングスペース＆カフェエリア

郵便案内
メール

colocoのサービス

まだまだある

R 一番棚
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R 一番棚
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一歩先ゆく新感覚のプリンター
これが印刷の新しいカタチ
モノクロハンディプリンター

印刷したかったけれどできなかった物。書きたかったけれど書けなかった場所。
書いていたけど書くのが大変だった作業。
それらを解決するのが、リコーのハンディープリンター。
シンプルな機能をコンパクトにまとめ、印刷の可能性を広げます。
26

でもっと便利に！
書きたい場所に手軽に印字可能

持ち運びに便利なハンディーサイズ

プリンターで通紙できないノートや段ボール。印刷するときに
煩わしい設定が必要となるラベル、封筒、ハガキ。
RICOH Handy Printerならだれでも簡単に印字が可能。作業
効率が飛躍的に向上いたします。

僅か315gはリンゴ1個分の重さ。使いたい場所に手軽に持ち
運べ、コードレスで利用場所を選ばず業務フローの改善が図
れます。

速乾性で水に強いインク

QRコードや画像の印刷にも対応

水にぬれてもにじみにくいので、
あらゆるシーンでご利用いただ
けます。

解像度600×600dpiに対応。テキストに加え、バーコードや
QRコードの印字も可能です。さらに、画像やイラストなどを
印刷することもできます。
■テキスト

ソフトウェア開発キットを公開
※ 文字の種類、フォントサイズによっては文字の下部が欠けることがあります。（例：g,j,p,y）

AndroidTM とWindows® 用のSDKを無償公開
し ま す 。 お 客 様 の シ ス テ ム か ら RICOH
Handy Printerにダイレクトに印刷指示を行
いたい場合に活用いただけます。

■QRコード

■バーコード

※ 上記テキスト、QRコード、バーコードは実寸になります。

本体仕様・価格表
■仕様

■価格表
項目

仕様
RICOH Handy Printer
Black
515915
4961311941214

商品名
品種コード
JANコード
印字方式
方式
印字領域*1

テキスト*2
画像

解像度
対応バーコード
インターフェース
消費電力
ウォームアップ
バッテリー駆動時間（フル充電時）
充電時間
本体サイズ
質量
電源
本体耐久
使用時環境
使用環境
非使用時環境
本体同梱品
本体標準価格

消耗品
その他

・消耗品

RICOH Handy Printer
RICOH Handy Printer
White
Red
515911
515916
4961311938375
4961311941221
インクジェット方式
30～400mm/秒
13.5×594mm
182×127mm
600×600dpi
Android専用アプリケーション*3：QRコード*4
Windows®専用アプリケーション*3：QRコード*4、JAN、CODE39、CODE128、
NW-7、ITF ※ Windows®専用アプリケーションは2019年5月末対応予定
microUSB：USB2.0*5、Bluetooth®
印字中：最大9.3W/待機中：最大3.9W
電源投入時：8.3秒以下*6
連続駆動時間：2.0h
待機継続時間：3.5h*7
約4.0h
（幅）46×（奥）121×（高）81mm*8
315g（インクカートリッジ含む）
リチウムイオンバッテリー（内蔵）
3年または、走行距離50km*9
温度：15～32℃
湿度：20～80％（非結露）
温度：1～40℃
湿度：15～90％（非結露）
インクカートリッジ（約320枚程度印字可能*10）
かんたんセットアップマニュアル/安全上のご注意（保証書含む）
オープン価格

（消費税別）
商品名

RICOH インクカートリッジ
HC01K

品種コード

JANコード

標準価格

515912

4961311938382

5,000円

備考
A4 5%チャート320枚程度印字可能*

* 実際の印刷可能量は、印刷内容、使用環境、メンテナンス回数によって変わります。

・オプション

（消費税別）

商品名

品種コード

JANコード

標準価格

備考

RICOH Handy Printer用
インクヘッドカバー ホワイト

515913

4961311938399

2,400円

RICOH インクカートリッジ
HC01K

515917

4961311941207

2,400円

インクヘッドの乾燥を抑えるため、本
体に取り付けるカバーです。本体に同
梱されているインクヘッドカバーを紛
失、または破損時に必要となります。

商品名

品種コード

JANコード

標準価格

備考

リコー USBケーブル I-USB157

150959

4549212288517

1,500円

・推奨品

（消費税別）
本体充電用のケーブル（VCCI対応）

*1 一度の印字における最大サイズ。
*2 最大文字数は500文字になります。
*3 RICOH Handy Printer専用アプリケーション（無償）です。
*4 QRコードの段ボール印字は保証できません。
*5 充電用ケーブルは製品に同梱されておりません。
*6 インクカートリッジ交換時は、印刷可能まで30秒以上かかります。
*7 オートオフ設定時に限る。工場出荷時の設定では3分で自動的に電源がオフになります。
*8 インクヘッドカバーを装着した状態になります。
*9 弊社測定環境による。
*10 A4 5%原稿の場合。実際の印刷可能量は、印刷内容、使用環境、メンテナンス回数によって変わります。

※ AndroidはGoogle Inc.の商標です。 ※ Windows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。※ Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC.の米国ならびにその他の国における
商標または登録商標です。 ※ 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。

● お問い合わせ・ご用命は…
東京都大田区中馬込1-3-6

（株）六甲商会まで

〒143-8555

http://www.ricoh.co.jp/printer/

このチラシの記載内容は、2019年4月現在のものです。
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User Friendly
4.3インチのフルカラー液晶タッチパネルを搭載

前面操作で簡単メンテナンス

P C301SF

P C301

P C301SF

4.3インチのフルカラータッチパネル

トナー交換や用紙補給などは、すべて本体の前面を

を搭載。多彩な情報をわかりやすく

開いて操作できます。万が一の紙詰まり時も、用紙

表示し、さまざまな設定も画面に

の除去がスムーズです。

タッチするだけで簡単に行なえます。

※写真は RICOH P C301SF です。

※写真は RICOH P C301SF です。

低ランニングコストで経済的

P C301

消耗品の交換もラクラク

P C301SF

P C301

P C301SF

カラー約11.5円/枚＊、
モノクロ約2.9円/枚＊の低コストを実現しました。

トナーと感光体が一体型になった「オールインワントナーカート

＊ 大容量トナー＋廃トナーボトルの 1枚あたりのコストです。トナーは、JIS×6932（ ISO/IEC19798）
で規定された標準データを、A4普通紙に片面連続印刷した場合。
※ランニングコストは目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの
連続印刷ページ数、原稿の内容などによって異なります。

リッジ」を採用。交換の手間も少なく、保管場所の省スペース化にも

Sustainability

P C301

貢献します。

P C301SF

持続可能な社会というゴール＊のために。お客様とともに、リコーがすべきことに取り組んでいます。
＊ 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）。国連で合意された2030 年までの世界的な優先課題および世界のあるべき姿を定めた世界共通のゴールであり、
17の目標と169のターゲットで構成されます。リコーはSDGsの達成に向けて、事業を通じて注力すべき5つの重要社会課題と8つの開発目標を設定しており、本製品においてもその考え方が生かされています。
※詳細はホームページをご覧ください。ホーム＞サステナビリティ＞サステナビリティの考え方

標準消費電力量（TEC）＊を大幅低減

＊を大幅に低減しました。
カラー QSU 技術により、標準消費電力量（TEC）

商品名
RICOH P C301/C301SF

＊ 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。

標準消費電力量（TEC）
0.9kWh

省エネと使い勝手を両立

植物由来のバイオマスプラスチックを採用

さまざまな環境基準に適合

素早いウォームアップながら省エネモード時

とうもろこし等のバイオマス資源を原料にした

● 環境影響化学物質の削減（RoHS 指令に適合）

の消費電力は、わずか 0.6W ＊。環境負荷を下げ

植物由来プラスチックをコネクターカバーに

●「国際エネルギースタープログラム」
の

ると同時に電力コストの削減にも貢献します。

採用。バイオマスマーク認定（日本有機資源

＊ RICOH P C301の場 合。RICOH P C301SF は 0.7Wとなります。
ご使用環境により、数値が異なる場合があります。

協会）
を取得しています。

@Remote

P C301

基準に適合
●グリーン購入法適合商品

P C301SF

出力機器のリモート管理サービス＠ Remote
＠Remoteとは、
ネットワーク上の出力機器をより“快適”かつ“安心”して、
お客様にご利用いただくためのLAN/ブロードバンド環境に対応したリモートサービスです。
リアルタイムに品質・稼働情報をキャッチすることで、的確＆スピーディーなサービスを実現します。
＠Remoteサービス内容

● 遠隔診断保守サービス

● ご使用状況報告書サービス

故障時自動通報、修理依頼通報（マニュアルコール）など、機器の状態をリモートで監視することで適切な保守を実施します。

お客様のご要望に応じて、機器の出力枚数や使用率などを
「ご使用状況報告書」
としてお知らせします。

Support & Service

Supply & Option

■ RICOH P C301/C301SF の無償保証期間は、納入後 6ヵ月
（消耗品・定期交換部品を除く）
となっております。
■ご購入の際には、
お客様による設置/販売担当者もしくはカスタマーエンジニアによる設置に関わらず、
搬入料
（RICOH
P C301:5000円、RICOH P C301SF:15,000円）
が別途必要となります。詳しくは販売担当者にご確認ください。
■保守メニューは、IPSiOあんしんサポートパック、年間保守契約、スポット保守からお選びいただけます。
メニュー詳細・オプション・設置料金等は以下をご参照ください。
RICOH P C301 ：https://www.ricoh.co.jp/printer/color/p-c301/support/
RICOH P C301SF：https://www.ricoh.co.jp/printer/color/p-c301sf/support/

⃝オプション（RICOH P C301／C301SF 共通）

IPSiO あんしんサポートパック

本体からオプション品までのトータルな保守に加え、操作のお問い合わせから修理の手配まで対応する、
ご契約された
お客様専用の IPSiO あんしんサポートパック専用ダイヤル
（フリーダイヤル）
／専用サイトをご用意しました。

品種コード
514333

1年（保証期間＋6ヶ月）

3年（保証期間＋30ヶ月）

514334

4年（保証期間＋42ヶ月）

514335

5年（保証期間＋54ヶ月）

514336

1年（保証期間＋6ヶ月） 定期交換部品含む 514337
3年（保証期間＋30ヶ月）定期交換部品含む 514338
4年（保証期間＋42ヶ月）定期交換部品含む 514339

5年（保証期間＋54ヶ月）定期交換部品含む 514340

●追加購入パック

12,000円
57,000円
75,000円

90,000円

JANコード
品種コード
496131194803 9 514343

496131194804 6 514344
496131194805 3 514345
496131194806 0 514346
496131194807 7 514347

496131194808 4 514348
料金に
含まれます。 496131194809 1 514349
496131194810 7 514350

※商品購入後、1 年単位でいつでもご契約いただける保守商品です。

1年（12ヶ月）
1年（12ヶ月）定期交換部品含む

62,000円

496131194818 3
料金に
含まれます。 496131194819 0

13,500円
82,000円

98,000円

496131194817 6

496131194820 6
（ 消費税別）

RICOH P C301
RICOH P C301SF
品種コード 標準価格 定期交換部品
JANコード
品種コード 標準価格 定期交換部品
JANコード
別途ご購入
別途ご購入
514341 21,000円/年
496131194811 4 514351 23,000円/年
496131194821 3
いただきます。
いただきます。
514342 25,000円/年

40,000円 496131190946 7

550枚＊1給紙可能
（1段のみ増設可）
。
A4、LTサイズに対応。

514325

未定＊3

496131194627 1 床置きに便利なキャスターテーブル。

514326

未定＊3

496131194628 8 サプライの収納が可能なテーブル。

（消費税別）

品種コード
308832

商品名

RICOH P C301SF
標準価格 定期交換部品
JANコード
11,000円
496131194813 8
別途
52,000円
496131194814 5
ご購入いた
69,000円
496131194815 2
だきます。
496131194816 9

512995

備考

＊1 67g/m²紙使用時。 ＊2 550枚増設トレイ C340を設置したうえで、キャスターテーブル／サプライテーブルを装着する場合はカスタマーエンジニア
による設置となります。
す。別途設置費用が必要になります。詳しくはサービス実施店または販売担当者にお問い合わせください。 ＊3 2019年10月発売予定。
す

IPSiO ハンドセット C240

（ 消費税別）

83,000円

JANコード

標準価格

JANコード

備考

10,000円 496131186473 5 テンキー付き通話用ハンドセット。

⃝消耗品（RICOH P C301／C301SF 共通）

＊1 同時購入パックをご購入いただいた場合。 ＊2 定期交換部品込みのIPSiOあんしんサポートパックをご契約の場合は、ご購入の必要はありません。 ※サービス実施店
もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。※お客様からの要請により故障の原因を調
査した結果、本製品および同梱のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります（保証期間中も含む）。

RICOH P C301
標準価格 定期交換部品
10,000円
別途
48,000円
ご購入いた
63,000円
だきます。
76,000円

キャスターテーブル

サプライテーブル C300＊2

商品名

●契約期間は1 年、3 年、4 年、5 年から選択できます。＊1 ●オプションの保守も含まれます。●消耗品（トナーカートリッジ、廃トナー
ボトル）、定期交換部品＊2（定着ユニット、中間転写ユニット）は別途ご購入いただきます。●年 1 回の定期点検は別途料金をいただき
ます。● IPSiOあんしんサポートパック専用ダイヤル 承り時間 月曜日～土曜日9:00 ～17:30（年末年始および祝祭日を除く）

※ 購入後、6ヶ月（ 無償保証期間）についても、同様のサービスが提供できます。

標準価格

550枚増設トレイ C340
C300＊2

（消費税別）

品種コード

⃝オプション（RICOH P C301SFのみ）

本製品はご購入後お客様からのご登録をいただくことにより、保守サービスを提供します。

● 同時購入パック

商品名

品種コード

（消費税別）

標準価格

JANコード

備考

RICOH トナーカートリッジ シアン P C300

514234 10,700円

496131193793 4 シアントナー。 約 2,800ページ＊1印刷可能。

RICOH トナーカートリッジ マゼンタ P C300

514235

10,700円

496131193794 1 マゼンタトナー。約 2,800ページ＊1印刷可能。

RICOH トナーカートリッジ イエロー P C300

514236

10,700円

496131193795 8 イエロートナー。約2,800ページ＊1印刷可能。

RICOH トナーカートリッジ ブラック P C300

514233

8,900円

496131193792 7 ブラックトナー。約 2,800ページ＊1印刷可能。

RICOH トナーカートリッジ シアン P C300H

514230

17,800円

496131193789 7 シアントナー。 約 6,200ページ＊1印刷可能。

RICOH トナーカートリッジ マゼンタ P C300H

514231

17,800円

496131193790 3 マゼンタトナー。約 6,200ページ＊1印刷可能。

RICOH トナーカートリッジ イエロー P C300H

514232

17,800円

496131193791 0 イエロートナー。約6,200ページ＊1印刷可能。

RICOH トナーカートリッジ ブラック P C300H

514229

17,200円

496131193788 0 ブラックトナー。約6,200ページ＊1印刷可能。

IPSiO SP 廃トナーボトル C220

515285

3,200円

496131102974 5 廃トナーボトル。約25,000ページ＊2印刷可能。

＊1「印刷可能ページ数」は、
「 ISO/IEC 19798」に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。
「 ISO/IEC19798」とは、国際標準化
機構（ International Organization for Standardization）より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。実際の交換サイクル
は用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。 ＊2 消耗品の寿命は、A4サイズ
縦送りで各色 5% 原稿を連続印刷した場合の目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、原稿の内容、1ジョブあたりの連続印刷
ページ数、印刷品質を保持するための調整動作など、使用条件により異なります。

消耗品はリコー純正品をご使用ください。

プリンターの性能を安定した状態でご使用いただくために、
リコー純正品のご使用をおすすめします。リコー純正品以外のご使用は、
印字品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。消耗品原因の故障において、リコー純正品
以外のご使用の場合は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。

料金に
料金に
496131194812 1 514352 28,000円/年
496131194822 0
含まれます。
含まれます。

※契約対象期間は、稼動開始日から本体機器寿命の5年間となります。5年以降の保守は年間保守契約またはスポット保守をご活用ください。
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「はたらく」は、
もっとインテリジェントに。
Dynamic
Workplace Intelligence

RICOH Intelligent WorkCoreは、
さまざまなお客様の業務プロセスを変革する
新しいソリューションです。常に変わり続け、進化していく人・組織・企業のそれ
ぞれの
「はたらく」
を支えていきます。
※詳しくはリコーホームページをご覧ください。 http://www.ricoh.co.jp/solutions/intelligent-workcore/

User Friendly
シンプルで使いやすい操作パネル
大 型フルカラータッチパネル「MultiLinkPanel」を搭載。指先ひとつで直感的な操作

ができ、使いやすさに磨きをかけました。

High Performance
クラスを超えた高速出力 & 高耐久性
連続コピーは 43 枚 / 分 *。スピーディーな出力

でビジネスの流れを妨げません。また、高耐

久設計のため毎月の請求書などの大量出力

も安心して行えます。

＊ A4 縦送り、本体標準トレイの場合で連続出力時。

Compact
置き場所を選ばないコンパクトサイズ
476(W)×442(D)×510(H)mm のコンパクト

サイズを実現。デスクトップやカウンター、共

有スペースなど、使い方に合わせて設置する

ことができます。

Extension
ビジネスの幅を広げるさまざまな連携
スマートデバイスからの出力や文書の取り込
みを行なえるほか、IC カードを使った個人

認証などさまざまな拡張が可能。ビジネスの
幅を広げます。

31

