六甲商会 お役立ち

Rokko
Information

HPからも
ご覧になれます→

10-1 1

私たちはお客様に継続的に情報提供することで
お役に立つことを大切にしています。
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在庫状況を担当営業とご相談の上、ご検討ください。
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どこまでご存知ですか？消費税の『軽減税率制度』

 『軽減税率制度』とは？
令和元年  月  日より施行の消費税 ％→％増税。
しかし、食料品の節約にも限度があり、所得に占める食料品の支出の割合が高い低所得者ほど
税の負担が重くなってしまう・・・その緩和のため導入されたのが 『軽減税率制度』です！
軽減税率の対象品目は消費税が ％据え置きになります。


     






 軽減税率 ％ の対象品目
① 家 会社 で食べる飲食料品
② 新聞
基本は、①②だけが軽減税率対象で ％と理解しておけば大丈夫です！
ただし、例外も多く含むため注意が必要なのが軽減税率制度・・・
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【①・②にも関わらず 消費税 ％となる品目】
① 家 会社 で食べる飲食料品
アルコール成分が  度以上ある酒類

→        みりん ％、みりん風調味料は ％          

ケータリング等の出張レストラン

→

ピザ・寿司などの宅配・出前は ％

水道水 

→

:15 ボトル ％・サーバー％！

→

週２回以上発行で定期購読のみ ％

② 新聞
販売店やコンビニで購入の新聞
電子・デジタル版の新聞

ネットリコーで発注する飲食料品も軽減税率 ％対象のものがあります。
他にも、軽減税率対象になるかどうか悩んでしまうものもたくさん・・・


←★:15 ボトルも！
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 軽減税率制度導入による請求書の様式変更
正確な消費税額がわかるように、請求書に  段階の様式変更が必要になります。
『区分記載請求書等保存方式』 と 『適格請求書等保存方式 インボイス制度 』 です！
下図のように、現行の請求書に記載の①～⑤に加え、⑥～⑨の記載事項が段階的に追加されます。
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■区分記載請求書等保存方式     年 令和元年  月  日～
現行の請求書の記載項目に加え、
⑥軽減税率の対象である旨
⑦税率ごとに合計した対価の額   の記載が必要になります。
ただし、⑥⑦の記載がなくとも交付を受けた事業者が⑥⑦について追記することが可能です！
※請求書フォーマットについては自社に合わせた発行方法で対応できます。 下記参照 

自社に合わせた
発行方法で対応 2.！
適格請求書保存方式も 



■適格請求書等保存方式 インボイス制度      年 令和  年  月  日～
上記の⑥⑦に加え、
⑧税率ごとの消費税額
⑨登録番号               の記載が必要になります。
こちらは区分記載請求書等保存方式と異なり、事業者に義務づけられるもので、記載要件の満たされ
た請求書が発行されなかった場合は相手に発行を求める必要があります。⇒ 当社も対応が必要！
⑨登録番号の申請受付は税務署にて  年 令和  年  月  日より開始されます！


このように『軽減税率制度』の導入で消費税の取り扱いが少し複雑になりますが、内容を把握し、
上手につきあっていきましょう！節税対策として、経済産業省が推進しているキャッシュレス決済での
ポイント還元の波にのるのもいいかもしれませんね！                           以上
引用 ： 日本商工会議所ホームページ「小冊子「中小企業のための消費税軽減税率対策 2018」を発行」の
「中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策」より一部抜粋。
ダイヤモンド・オンライン https://diamond.jp/articles/-/212379
国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」より
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Trend News
【2019 年版】

スマートウォッチのおすすめ 10 選

腕時計としてはもちろん、スマホと連動してアプリ操作や

搭載されています。特に、トレーニング時は心拍数の管理が

データ管理が手軽に行える「スマートウォッチ」。最近はス

重要。体脂肪を燃焼したい場合には最大心拍数の 6 ～ 7 割、

ポーツメーカーやファッションブランドのアイテムも登場

心肺を鍛えたい場合は最大心拍数の 7 ～ 8 割を維持しつつト

しており、ファッショナブルな製品が増えてきています。

レーニングを行うのが理想とされています。スマートウォッ

そこで今回は、おすすめのスマートウォッチをご紹介。ディ

チで心拍数を確認しながらトレーニングすれば、最大の効果

スプレイをタッチするタイプから、一般的な腕時計と同じよ

を発揮できるのも魅力です。

うに使えるモデルまでピックアップしているので、興味があ

また、心拍数を運動量のデータと一緒に測定できれば、実際

る方はぜひチェックしてみて

の消費カロリーをより正確に算出できます。消費カロリーを

ください。

計算して、減量やダイエットにも利用可能です。心拍数を常

スマートウォッチとは、身体に

時検知できるので、身体に起こる異変も素早く察知できます。

つけて持ち運ぶ、ウェアラブル

＜血圧測定が出来ます＞

スマートウォッチのなかには血圧測定ができる機種もあり

端末と呼ばれる腕時計型端末
のこと。時計としてはもちろ

ます。ディスプレイの裏側に測定センサーが搭載されてお

ん、スマホと連携すれば、アプリの通知やメッセージ・電話

り、スマートウォッチを装着してから数秒ほどで血圧値が

の応対が可能です。

表示されます。アプリと連動させれば、測定データの管理も

また、スマートウォッチに SIM カードを入れることで、単体

可能です。ただし、スマートウォッチは医療機器ではないの

で電話やメールを送れるモデルも発売されています。

で、測定値はあくまでも参考のひとつとして考えておきま

スマートウォッチがあれば、LINE や Twitter の通知などを

しょう。

手元ですぐに確認できます。そのため、わざわざスマホを

＜電子決済＞

バッグやポケットから取り出す手間が不要です。スマホの

日本のおける電子決済は「おサイフケー

サポート端末として大活躍します。

タイ」が有名ですが、スマートウォッチ

スマートウォッチは、その多機能さが最大の特徴。ウェアラ

で は Apple Pay や Google Pay な ど

ブル端末の一種としてスマホ

が利用可能です。あらかじめスマホにク

と連携させて使用する点では、活動量計と共通しています。

レジットカードのデータを登録してお

しかし、活動量計が歩数・距離・消費カロリーなどの運動デー

く と、支 払 い の 際 に 連 携 し た ス マ ー ト

タの計測や、心拍数・睡眠記録などの健康補助機能に特化し

ウォッチの画面をレジの受信機に近づけるだけで決済がで

ているのに対して、スマートウォッチはそれ以外の機能も多

きます。ランニング中にコンビニに寄って飲み物を買う際

数搭載。

も、カードや財布を持ち歩かなくても支払いができるので身

たとえば、スマホと連携してスケジュールやメールを管理し

軽で便利。さらに、決済は通常のカード決済と違い、番号な

たり、音楽を再生したり、電子決済やモバイル Suica が利用

どのカード情報が相手方に表示されないため、ショッピング

できる機能などがあります。加えて、最近ではスマホと連携

時でも安全に決済できます。

することなくスマートウォッチ単体で通話ができるモノも

＜ Suica ＞

ス マ ー ト ウ ォ ッ チ の な か で も、モ バ イ ル

存在します。
スマートウォッチは活動量計よりも機能の幅が広いため、単

Suica が使えるモデルであれば交通機関の運

に健康管理に役立つだけでなく、ライフスタイルをより充実

賃支払いも楽です。あらかじめ連携するスマ

させてくれるアイテムです。

ホ側の Suica アプリで、仮想 Suica を発行し

＜健康管理が出来ます＞

てクレジットカードを登録しておけば、500

スマートウォッチは活動量計も兼

円単位で 1 万円まで指定でき、上限額 2 万円

ねるウェアラブル機器なので、ほ

までチャージできます。改札ではスマートウォッチをかざす

とんどのモデルに心拍センサーが

だけで簡単に通過でき、IC カードと同じ感覚で利用可能。ま
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た、コンビニやデパートなど Suica 決済に対応した店舗で

魅力です。Siri が自分の好みに合わせた楽曲のプレイリスト

も支払いができるので便利です。ただし、同一の仮想 Suica

を作って Apple Watch に自動同期してくれるので、ワイヤ

データはスマホかスマートウォッチのどちらか一方でしか保

レスイヤホンがあればワークアウト中も音楽が楽しめます。

管できません。仮想 Suica 入りのスマートウォッチを自宅に

watchOS の最大の魅力は利用できるアプリの数が多いこと。

忘れた場合、連携したスマホでも仮想 Suica が使えないため

純正アプリ以外にも、睡眠を自動で追跡して最適な睡眠時間

注意が必要です。また、バッテリー切れの場合も同様に使用

を計測するモノや、時間ごとに行うべきタスクを通知するモ

不可となるので、その点は留意しておきましょう。

ノなど、便利アプリがリリースされています。

＜ Google が開発した「wear OS by goole」＞

＜ GPS ＞

スマートウォッチには、GPS を活用した道案内の機能が搭

以

前

は「Android

載されているモノもあります。地図アプリはスマホでもお

Wear」という名称で

馴染みですが、自分が地図上のどこにいるのかわからなくな

したが、対応デバイス

りがちです。しかし、スマートウォッチでは次に曲がるべき

の幅広さを強調する

方向や距離を表示してくれるので、地図が苦手な方でも道に

ために、2018 年 3 月

迷わず目的地に辿り着けます。また、単なる道案内だけでは

より「Wear OS by Google」と改名。Android スマホだけ

なく GPS ロガーとしても活用可能。ウォーキングやハイキ

ではなく、iPhone とも連携して使用できるのが特徴です。

ングで移動した経路のログデータを記録し、連携したスマホ

Wear OS は、健康管理やスケジュール管理を始めとする基

の地図アプリ上でルートを表示できます。途中で立ち寄っ

本的なアプリが充実しているので、スマートウォッチとして

たお店の場所を確認したり、移動したルートを参考に次回訪

は十分なスペックがあります。また、Gmail や Google カレ

れる場所を決めたり、旅行にも役立つ機能です。

ンダー、Google アシスタントなど Google の独自サービス

< タスク管理 >

との親和性も高く、日常的に Google のサービスを利用して

スケジュールを決めるのは簡単ですが、それ

いる方は要チェックです。多彩なスタイルを楽しめるのも

を予定通り実行するのは誰にとっても難しい

Wear OS by Google の特徴。Apple Watch と違って複数

もの。しかし、そんな悩みもスマートウォッチ

の企業が開発しているため、外装や文字盤のデザインもさま

を活用すれば解消できます。

ざまなモノがあります。ファッションやフィットネスなど、

スマートウォッチのホーム画面では、現在実

自分のライフスタイルに合ったデザインが自由に選べるの

行中のタスクとその進捗状況の表示が可能。

もメリットです。
「 サ ム ス ン の Tizen」は、も と も と

今やるべきことを常に意識できるので、モチベーションの維
持にも役立ちます。

iOS、Android に 続 く「 第 三 の モ バ

＜電話・メール＞

イル OS」として開発された OS で、

スマートウォッチは、LINE やメールで受

現在はサムスンが製造するスマー

信したメッセージを通知表示できますが、

トウォッチやスマートテレビなどの

返信機能を備えたモデルもあります。あら

IoT 家電に搭載されています。Tizen

かじめスマホ側のアプリで定型文を登録し

を搭載したスマートウォッチは、表示や操作のインター

ておけば、メッセージの受信時にスマート

フェースが洗練されていて使いやすいのが特徴。また、バッ

ウォッチの画面をタップするだけで登録した定型文を返信

テリーが長持ちすることでも定評があります。

できます。また、SIM カードを介したデータ通信に対応した

Android ス マ ホ と iPhone の 両 方 と 連 携 が 可 能。し か し、

機種では、スマホと連携させなくてもインターネットが利用

iPhone との接続時はメールの返信やマップの表示など、

できるほか、スマートウォッチ単体で電話に出ることも可能

iOS の仕様に基づいた機能は使えません。また、Android ス

です。ワイヤレスイヤホンを使用すれば、手が離せない場面

マホでも Galaxy 以外の機種では「SOS 機能」など一部機能

でも相手との通話が楽しめます。

が使用できないので注意が必要です。

<OS の違い＞

＜デザイン性を追及の「アナログ時計型」＞

apple Watch 専用にアップルが開発したウェアラブル OS。

普通のアナログ腕時計と同じように、

Android 端末との連携はできませんが、iPhone などの iOS

文字盤に物理的な針があるタイプのス

端末と連携することで精度の高

マートウォッチです。スマートフォン

いデータ管理が行えます。

と連動することで、電話やメッセージ

楽曲ストリーミングサービス

の受信時にバイブレーターが振動した

「Apple Music」や 音 声 ア シ ス

り、歩行距離に応じて針が動いたりし

タント「Siri」などのアップル独

ます。デザインがシンプルなモノが多
いので、ビジネスシーンで使いやすいのもポイント。また、

自のサービスと連携できる点も

7

タッチディスプレイ型と比べてバッテリー消費が比較的少

Andoroidユーザーへおすすめ

ないため、普通の腕時計に近い感覚で使えます。初めてス

モブボイ(Mobvoi) TicWatch Pro

マートウォッチを導入する方におすすめです。

中国の人気メーカー 「モブボイ」の多機能ス
マートウォッチ。高解像度のスクリーンと消費

＜多機能な「タッチディスプレイ型」＞

電力の少ないスクリーンの「二重層ディスプ

文字盤にタッチディスプレイを搭載している

レイ構造」を採用することで、最長 30 日間

タイプのスマートウォッチです。着信時には

のバッテリー寿命を実現しています。ベルト

文字盤に通知メッセージを表示したり、イン

の外側にはエレガントなイタリアン本革、内

ストールしたアプリをディスプレイで操作し

側には肌に優しいシリコン素材を採用。デザ

たりと、多機能なのが特徴です。

イン性や着け心地にも優れています。機能面では、自分のいる場所が正確

また、文字盤の表示を変えられるのもポイ

に把握できるGPS 追跡機能、水に濡れても壊れない IP68 の防水・防塵、
心拍数・歩数・カロリーなどが計測できる各種センサーを搭載。これ 1 台で

ント。趣味や気分に応じて自由にデザイン

プライベートからスポーツシーンまで幅広く使えます。気分に合わせて変え

を変えられるのは、タッチディスプレイ型ならではの魅力で

られる1000 種類以上の豊富なウォッチフェイスオプションも魅力です。

す。

カシオ(CASIO) G-SHOCK マスター オブ G マッドマスター

＜スポーツに適した「リストバンド型」＞

耐久性と機能性を兼ね備えたカシオのスマート

バンド部分と横幅がほぼ同じサイズのディスプレイを搭載

ウォッチです。方位・高度・温度の計測が可能な

した細身のスマートウォッチです。その形状から「スマート

「トリプルセンサー」、歩数の計測ができる「ク

バンド」とも呼ばれます。

ワッドセンサー」、記録した地点までの方位と距

リストバンド型はライフログ機能に特化しているのが特徴。

離を表示する「ロケーションインジケーター」、

アナログ時計型やタッチディスプレイ型と比べて軽量のモ

さまざまな機能や操作を行える「スマートフォ

デルが多く、ランニングなどの激しい運動にも対応できま

ンリンク機能」など、便利な機能を多数搭載。

す。スポーツシーンでおすすめのスマートウォッチです。

G-SHOCKシリーズ初採用の「モードカスタマ
イズ機能」を使えば、液晶画面に表示する内容を自由にカスタマイズできる

＜用途に合わせてセンサー類を選択＞
<GPS>

のも特徴です。モジュールを包むケースにはカーボンファイバー強化樹脂を
採用した「カーボンコアガード構造」、バックカバーには耐衝撃性に優れた

スマートウォッチには、加速度センサーや GPS など、さま

「グラスファイバー強化樹脂」を採用。極限的な環境下でも耐えうる強固な

ざまなセンサーが付いています。GPS を内蔵しているモノ

作りも魅力です。腕を傾けると明るい LEDライトが光る「オートライト機能」

は、ランニングなどのアクティブな使用におすすめです。わ

は、緊急時やアウトドアシーンでの一時的な光源としても使えます。

ざわざスマホを持っていかなくても、走る速度や移動距離を

ガーミン(GARMIN) fenix 5s Plus

ひと目で確認できます。

さまざまな用途やシチュエーションで使える、

＜ Bluetooh バージョン＞

ガーミンのハイエンドモデルです。4 つの衛星

スマートウォッチとスマホとの接続には、Bluetooth が使

電波をキャッチする「マルチGNSS 」に対応。
高いビルに囲まれた都市部や山間部でも精度

われています。古いモデルのスマホだと、最新の Bluetooth

の高い位置情報を取得できます。日本全国の

の性能が発揮できない場合があります。古いスマホを使っ

登山地形図と道路地図を内蔵しており、簡易的

ている方は、どのバージョンの Bluetooth に対応している

なナビゲーションシステムとして使えるのも特

か確認しましょう。

徴です。ほかにも、運動量を正確に測定して記

＜防塵・耐水機能＞

録する「アドバンスドパフォーマンス機能」や、心拍の起伏変化や睡眠時間を

防塵・防水性能の等級には「IP67」
「IP58」といった表記が用

モニタリングする「Garmin Elevate 光学式心拍計」、トレーニングデータを

いられ、これは IP コードと呼ばれます。日本では、日本工業

簡単に記録・シェアできる「Garmin Connect Mobile」など、アクティブトラッ

規格 (JIS) が IP コードを採用。国内の製品表記で使用されて

カーとしての機能も充実。手をかざすだけで支払いができる「Garmin Pay」
を利用できるので、対応する店舗での決済を簡単に行えます。

います。たとえば、
「IP7X」の場合、防塵の等級が 7 等級ある

コスペット(KOSPET) Kospet Hope

という意味です。
「X」と付いている場合は、等級なしという

4G LTE 対応の高性能スマートウォッチ。SIMカード

ことを表しています。つまり、
「IP7X」は、防塵性能はあるけ

を挿せば外出先でも単体で高速インターネットを楽し

れども、防水性能はないということです。反対に、
「IPX8」な

めます。OSには Android7.1を採用しているので、

どと記載されている場合は、防塵等級はないけれど防水等級

普段スマホで使っているアプリやゲームを使用する

はあるということ。IP45 などの場合は、防塵・防水両方とも

ことも可能。側面には高解像度の「8.0MPカメラ」

対応していることを表しています。等級によって対応してい

を搭載しており、きれいな写真・動画撮影が楽しめ

る性能が違うため、しっかり確認しておきましょう。スマー

るのも魅力です。機能面では、運動データを詳細に

トウォッチの場合は防塵等級 5 以上、防水等級 6 以上あれば、

記録できる「スポーツトラック機能」、歩数のチェックができる「ステップセン

雨でも気軽に使用できるのでおすすめです。

サー」を搭載。CPU は MTK6739 で、メモリは 3GB、ストレージは 32GB
を備えているのもポイントです。
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Trend News
Lcsriya V80S

ウィジングズ(Withings) Withings Steel HR Sport
2 通りの使い方ができる多機能スマートウォッ

フランス生まれのおしゃれなハイブリッドス

チです。本体はイヤホン形状になっており、リス

マートウォッチです。一見すると普通の腕時

トバンドから取り外せば Bluetooth イヤホンと

計に見えますが、背面には高性能な心拍数

しても使用可能。重さは 35.5gと軽量ながら、

センサーを内蔵。スポーツを自動検知して

心拍数や血圧を24 時間チェックできる光学式

カロリーを記録したり、睡眠のクオリティー

センサーや、ボタンひとつでスマホを探せる機

を分析したりと、普段使いからスポーツシー

能、離れた場所からでもカメラのシャッターを切

ンまで幅広く使えます。スマホと連携させれ

れる機能など、便利な機能が充実しています。

ば、ジョギングしたコースをアプリに表示す

専用アプリ「H Band」を使えば、スマートウォッチで取得したデータをスマホ

ることも可能です。

で管理したり、機能の追加やお知らせの設定をカスタマイズしたりすることも

1 度フル充電してしまえば最長 25日間使い続けられるため、寝る前に充電

可能。シンプルで操作がしやすいのも魅力なので、スマートウォッチを初めて

するのを忘れて次の日に使えなくなる心配もありません。水に濡れても壊れ

選ぶ方や機械が苦手な方にもおすすめです。

ない最大 50m の耐水性に対応しているので、プールや雨天のジョギングで

シャオミ(Xiaomi) Mi band 3

の使用にもおすすめです。

スマートウォッチは欲しいけど価格が高くて手

ガーミン(GARMIN) vivomoveHR

が出せないという方におすすめの製品です。

おしゃれなスマートウォッチが欲しい方にお

低価格モデルにも関わらず、着信やメールの

すすめのモデルです。どんなファッションに

受信を知らせてくれる「振動アラーム」や、血

も合わせやすいクラシックデザインを採用し

圧や歩数などを常にモニタリングできる「心拍

ているので、プライベートからビジネスユー

数センサー」、座りすぎを防止する「アイドル

スまでさまざまなシチュエーションで使えま

アラート」など、基本機能が充実しています。

す。重量約56gの軽量ボディながら高精度な

水に濡れても壊れない 5 気圧 (50m) 防水対応

「光学式心拍計」を搭載。心拍数や睡眠状

モデルなので、普段使いはもちろん屋外レジャーからスポーツシーンまで幅

態のモニタリングはもちろん、ストレス値をリ

広く使用可能。ディスプレイには、電力効率の高い「高精細 OELタッチスク

アルタイムで確認できます。

リーン」を採用しているため、1 回の充電で最長 20日間使えます。純正バ

ミュージックコントロールや、スマートフォン探索など便利な機能にも対応し

ンドのラインナップは全 3 色と豊富。用途やシチュエーションに応じてバンド

ており、設定をすれば連携してタスク管理も可能。カラーバリエーションも

の色を使い分けられます。

豊富なので、スマートウォッチの色にこだわりたい方にもおすすめです。

iPhoneユーザーにおすすめ
アップル(Apple) Apple Watch

＜まとめ＞

アップルが販売する大人気スマートウォッチの

ウェアラブル端末の代表的な存在として徐々に普及しつ

GPS モデルです。ディスプレイのベゼルを狭くす

つあるスマートウォッチ。当初はガジェット感が強すぎて

ることで、従来モデルと同じデザインながら画面

フォーマルな場では使いにくいモデルばかりでしたが、最近

の表示領域は 30％ほど拡大。操作性と見やすさ
が大幅に向上しています。CPU には、高性能な

ではファッショナブルなデザインのモノも増えてきていま

64bit デュアルコア「S4」プロセッサーを採用。

す。一方で、機能面の進化も加速しているので利便性はさら

アプリやゲームがサクサク快適に楽しめます。画

に向上。多種多様なラインナップが揃っているため、外せな

面を軽くタップするだけで家族や友人と繋がる「トランシーバー」や、かざす

い条件を整理したうえで最適なスマートウォッチを見つけ

だけで簡単に支払いができる「Apple Pay」、ユーザーが転倒するとアラー

てみてください。

トを通知する「SOS 機能」など、実用性に優れた便利なオプションが充実し

（株式会社 WILBY

ているのも魅力。スマートウォッチの機能性やデザインにこだわりたい方に
おすすめの 1 台です。

アップル(Apple) Apple Watch Nike
スポーツ向けの機能が充実したスマートウォッチ。
姿勢などを計測する最新の「ジャイロスコープ」
により、従来モデルでは難しかった水泳のストロー
クのような細かな動きも正確にトラッキングできま
す。専用の「Nike Run Clubアプリケーション」
を使えば、ランニングの詳細な分析や測定値を確
認したり、友達から声援を受けたり、より快適に
ランニングを楽しめるのも魅力です。ほかにも、ト
レーナーによるワークアウトが無料で 180 種類以上使える「Nike Training
Club」、心拍の異常を検知してユーザーに警告する「電気式センサー」を搭載。
アップル独自の省電力技術と大容量バッテリーを採用しているため、1 回の充
電で最長 18 時間使えるのも特徴です。光を反射するオプションの「スポーツ
ループバンド」に付け替えれば、夜間でも安心してランニングが楽しめます。
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ジョブログ集計／分析ソフトウェア

カンタン集 計で、経 費 削 減 。

14

社内の複合 機・プリンターのジョブログを、

カンタン操 作できめ細かく集 計 。

機器の使われ方を“見える化 ”することで、

効率的な運用と経 費 削 減を実 現できます。
※ジョブログの収集には、Ridoc IO OperationServer Pro/RICOH Device Manager Pro/RICOH ジョブログ送信オプションいずれかの製品が必要になります。
※集計を行う機器は、リコー個人認証 AE2や機器本体標準の認証機能 ( ﾍﾞｰｼｯｸ認証 /Windows 認証等 )を使用している必要があります。

複合機・プリンター

□ 出力実績の部門振替
□ 両面や集約機能の活用推進
□ 紙出力枚数と削減効果のチェック

RICOH ジョブログ
送信オプション

ジョブログ
RICOH
Device Manager
Pro

Ridoc
IO OperationServer
Pro

ログ

サーバー
ログ

サーバーで収集したログも
複合機から直接収集したログも
まとめて集計

多 彩なジョブログ集計機能。
RICOH ジョブログ集計ツールは、複合機やプリンターのカウンター値では判別することができない詳細なジョブログ集計を実現します。

集計可能な項目

集計種別

色別の利用面数

部門・ユーザー別

モノクロ（白黒）
・2色・単色・フルカラーといった色

複合機・プリンターで認証されたユーザー名に部門

ごとに出力した面数をカウントします。

名を付加し、
ユーザーごとに集計します。

サイズ別用紙枚数

ロケーション別

A3・A4・A5・B3・B4・B5といったサイズごとに使用

機器の設置場所（ロケーション）
ごとに集計します。

した紙の枚数をカウントします。

両面印刷・集約印刷利用状況

機器別

両面印刷・集約印刷を指示した出力面数をカウントし

機器ごとに集計します。

ます。
また、総出力面数からみた利用率を算出します。

紙出力枚数・紙削減率

分類コード別

出力された紙の枚数と両面/集約機能を活用したこと

個人認証AE2で利用可能な
「分類コード」
ごとに

による紙削減率を算出します。
（いずれも計算値です）

集計します。
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ガーメントプリンター

RICOH Ri 100

Direct to Garment Printer

A4

※画像はイメージです。

1,200
dpi

フルカラー

C M Y K

16

使いやすさをとことん追究。
衣料印刷を、もっと手軽に。
付属のソフトウェアで簡単にレイアウト可能。

さらに、用途に合わせて最適な画像モードを選択できます。

Design Software
付属のソフトウェアを使えばデザインも簡単！

データ作成からプリントまでの手順 （こだわりデザイナーの場合 ）
STEP 1

印刷データの作成には付属のソフトウェア「リコーデザ
インソフトウェア」が便利です。

STEP 4

ソフトウェアを起動し、

ソフトウェアに入って

選びます。

の追加もできます。

いるイラストや、文字

印刷のサイズ、向きを

スマートフォンやUSBメモリーの写真を取り込めるほか、
イラストやフレームもご用意。プレビュー表示もできる
ので、仕上がりをイメージしな

STEP 2

がらデータ作成が可能です。ま

STEP 5

スマートフォンや

プレビュー画面で仕

を取り込みます。

確認できます。

上がりのイメージを

USBメモリから画像

た、マシンの操作もイラストで
サポートします。
※対象デバイス：Windows ® OS、Microsoft .NET Framework 4.5以降、
Mac OS をインストールした機器（iMac、Mac Book、Mac mini など）
※対応 OS：Windows ® 7、Windows ® 8、Windows ® 10（32bit/64bit）、
Mac OS X 10.10以降

STEP 6

STEP 3
必要に応じて取り込ん

カセットをプリンター

だ画像を編集します。

本機にセットし、ソフ
トウェアで作成した画
像を印刷します。

Print Driver
用途に合わせて選べる画像モード
解像度

付属のソフトウェアだけでなく、

プリント
時間目安＊

普段お使いのソフトウェアから
の出力も可能です。画像品質は

はやい

きれい

鮮やか

600×600dpi
約1分20秒/枚

600×600dpi
約2分30秒/枚

1,200×1,200dpi
約5分 40 秒/枚

＊ A4画像。スタートボタンを押下後からの時間。

利用シーンに合わせて「はやい、
きれい、鮮やか」の3つのモード
からお選びいただけます。

衣料印刷はここまで簡単に！
STEP 1

STEP 2

STEP 3

布地を
カセットにセット

仕上機で
しわを伸ばす

カセットを
挿入して印刷

プリンターからの
取り外しもラクラク

インク定着時も
簡単操作

布地のセット作業が簡単なの

きれいに印刷するため、仕上

カセットを本機にセットし

取り外しも、保護カバーをつ

保護カバーを外し、カセット

えしわを伸ばします。

のアプリケーションから印

すだけ。手などにインクが付

クを定着。カセットの出し入

で、特別な技術は要りません。

約

3分

機＊1で布地の毛羽立ちをおさ

約

30秒

STEP 4

たら、タブレットやパソコン
刷します。

約

2分30秒

＊2

けて本体からカセットを外
着する心配もありません。

を仕上機＊1へセットしイン
れ時も安全に作業できます。

約10 秒
約3 分
（株）
六甲商会まで

＊1 RICOH Rh 100はオプションです。市販のヒートプレス機を使用する場合、ヒートプレス機に付属している使用説明書を参照ください。 ＊2 きれいモードの場合。
※仕上機を使用する際は機器の余熱が必要です。使用する布地によりかかる時間は変わります。詳しくは使用説明書をご参照ください。
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STEP 5

LENOVO

在庫展開モデル

在庫展開中おすすめLENOVOノートパソコン

ThinkPad X280

モバイルパソコンの理想を追求した12.5型モバイルパソコン
・軽量、コンパクト
・⻑時間のモバイル作業を確保
・急速充電機能
型番

商品コード

参考標準価格 ご提供価格 OS

20KF0035JP IB1LC15740

CPU

¥230,000 ¥227,700 Win 10 Pro Core i5

20KFA01RJP IB1LC15930

¥250,000 ¥247,500 Win 10 Pro Core i5

メモ
リー

ストレージ 画⾯サイズ 無線機能

保証期間

8GB

SSD256GB 12.5型IPS WLAN&Bluetooth

1年間

8GB

WLAN&Bluetooth＆
SSD256GB 12.5型IPS
LTE

1年間

ThinkPad L390

ビジネスに貢献する13.3型ビジネスノートパソコン
・パワフルでモビリティ
・優れたコストパフォーマンス
・安⼼のセキュリティ

型番

商品コード

参考標準価格 ご提供価格 OS

CPU

メモリー ストレージ

画⾯サイズ 無線機能

保証期間

20NR000KJP IB1LC16130

¥149,000 ¥147,500 Win 10 Pro Core i5

8GB

SSD256GB 13.3型TN WLAN&Bluetooth

1年間

20NR000JJP IB1LC16150

¥155,000 ¥153,450 Win 10 Pro Core i5

8GB

SSD256GB 13.3型IPS WLAN&Bluetooth

1年間

ThinkPad L580

充実の機能を備えた15.6型ビジネスノートパソコン
・ビジネスの⽣産性を⾼める⾼性能
・従来のモデルよりも軽量スリム
・強化されたセキュリティ

型番

商品コード

参考標準価格 ご提供価格 OS

CPU

メモリー ストレージ

画⾯サイズ

無線機能

保証期間

20LW001BJP IB1LC15580

¥154,000

¥152,460 Win 10 Pro Core i5 8GB

HDD500GB 15.6型TN

WLAN&Bluetooth

1年間

20LW001AJP IB1LC15570

¥169,000

¥167,300 Win 10 Pro Core i5 8GB

SSD256GB 15.6型TN

WLAN&Bluetooth

1年間

0
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マウスコンピューター新製品
※台数限定のキャンペーン商品となります

“New” 14型 Thin&Light ノートパソコン

す！！

売れてま

m Book X400シリーズ
mm-Book
X400
筐体サイズは従来品13.3
筐体サイズは従来品13.3型並ながら、14型の液晶パネルを採⽤し表⽰操作性の向上
筐体サイズは従来品
13.3型並ながら、14型の液晶パネルを採⽤し表⽰操作性の向上
13.3型並ながら、
型の液晶パネルを採⽤し表⽰操作性の向上
【軽量】約1.1kgかつ【携帯】約14時間のバッテリー駆動
優れた実⽤性「HDMI」「有線LANポート」「USBポート3つ」「ケンジントンロック」
⽤途に応じ選べるラインアップ ●Core i7モデル ●Core i5モデル

MousePro-NB3シリーズ(13.3型)が、ロングセラーモデルとして躍動した理由
それは、性能・価格・充実したインターフェイスポート(HDMI/RJ-45/USB)を実現し、
さまざまなビジネスシーンでの必須要件を満たしていたため

m-Book X400シリーズの登場で
mouseのモバイルが新しい1ページを切り開く
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m-Book X400シリーズ ラインアップ
型番

1906MB-X400S-PRO-QD

型番

1906MB-X400H-PRO-QD

商品コード

JH61O00017

商品コード

JH61O00018

OS

Windows 10 Pro 64ビット

OS

Windows 10 Pro 64ビット

CPU

Core i5-8265U

CPU

Core i7-8565U

メモリ

8GB

メモリ

8GB

SSD

M.2 256GB

SSD

M.2 256GB

保証

1年ピックアップ

保証

1年ピックアップ

参考標準価格︓¥105,600

参考標準価格︓¥120,600

ご提供価格

ご提供価格

¥114,000

¥100,000

※台数限定のキャンペーン商品となります

※台数限定のキャンペーン商品となります

記載の⾦額は税抜価格となります。
お⾒積もり・納期のご確認は弊社担当営業までご相談ください。

マウスコンピューターのパソコン おすすめPOINT

安⼼の国内⽣産
国内で開発から製造まで⼀貫
して⾏い、⾼品質な製品を
リーズナブルにご提供。
* ⼀部モデルは海外製造も⾏っています。

24時間365⽇の
電話サポート

年中無休のコールセンターが、
深夜や⼟⽇など、パソコント
ラブルの多い時にもしっかり
対応。
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96時間で修理完了*
パソコンの修理を到着から返却
まで平均96時間以内で対応。
迅速な修理をお約束します。
* 平均時間。状況によっては96時間を超える
こともあります。

3

おすすめディスプレイ
おすすめ
MD厳選の特価ディスプレイ4モデル︕
27インチ

23.8インチ
型番︓ 24BK550Y-B-SB
商品コード︓ LG31003860

型番︓ 273V5LHAB/11
商品コード︓RY14000030

◆サイズ︓23.8型 IPSパネル
◆解像度︓ 1920×1080
◆エルゴノミックスタンド付属
◆⼊⼒端⼦︓D-sub15ﾋﾟﾝ,DVI-D,
HDMI,DisplayPort
◆5年保証

◆サイズ︓27インチ
◆解像度︓ 1920×1080
◆パネル︓TFT液晶
◆端⼦︓ VGA,DVI-D,HDMI
◆ステレオスピーカー搭載

参考標準価格︓￥ 27,714

参考標準価格︓￥25,714

31.5インチ

21.5インチ

ご提供価格:¥17,800

ご提供価格:¥17,380

型番︓ X3291HS-B1
商品コード︓ II71001440

型番︓GW2270H
商品コード︓RZ51001920

◆サイズ︓31.5型 AH-IPSパネル
◆解像度︓ 1920×1080
◆ハーフグレアパネル
◆⼊⼒端⼦︓D-sub15ﾋﾟﾝ,DVI-D,
HDMI

◆サイズ︓21.5インチ
◆解像度︓ 1920×1080
◆パネル︓ AMVA+パネル
◆端⼦︓D-sub15ピン,HDMI ×2
◆フリッカーフリー,
ブルーライト軽減

参考標準価格︓￥14,000

参考標準価格︓￥31,142

ご提供価格:¥10,560

ご提供価格:¥22,900
9⽉末SB C&S出荷分まで

9⽉末SB C&S出荷分まで
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