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RICOH ProcessDirectorの主な特長

■ 管理番号やバーコードの付加
生産管理の品質を向上させます。

データ受信後に付加  

データ受信後に付加  

■ 索引を利用した分割、ソート
重量や郵便番号にて並び替えが可能です。

郵便番号ソート

郵便番号ソート

1ジョブ

2枚もの
（4ページ）

3枚もの
（6ページ）

1枚もの
（2ページ）

枚もの別ソート、分割

局出し 新しくOMRを
追加

＊OMR：光学式マーク認識（Optical Mark Reading）

■ OMR*の編集
既存の封入封緘機に合わせて変更できます。

【OMR*編集後 】

元データ内の
OMRを隠す

■ 索引付けの実施
ジョブ単位ではなく、通単位での管理を実現します。

通単位での管理 通単位

索引化
1ジョブ1ジョブ

〒909-9090
●●●県△△市◆◆区４－５－６
リコ■■ビル205号室

西○　由△　様

■ 基本性能の主な追加、拡張
⃝新しいユーザー ･インターフェースの提供（V3.5より継続）  ⃝ステップ･テンプレートの追加、拡張
⃝機能強化したワークフローのサポート  ⃝ドキュメント処理機能の強化  ⃝RICOH Pro VC60000で使用
インク量と種類を収集する機能  ⃝プリファレンス管理機能が基本機能へ統合され無償化  ⃝OS環境対応 等

■ 新･有償機能オプションおよび有償機能オプションの強化
⃝プレ印刷用紙リプレース機能 NEW   ⃝PDFドキュメントサポート  ⃝AFPサポート  ⃝レポート
⃝アーカイブ（電子プレゼントメント機能が統合）

PDFファイル
の受信

デッドライン（納期）
の設定

条件分岐：
PDFなら正常処理
PDFでなければエラー

ドキュメント単位（通レベル）での生産管理を実現。
PDFアウトプット業務の効率や品質を向上させる
ワークフロー・ソリューション『RICOH ProcessDirector V3.6』。

（旧称：InfoPrint ProcessDirector）

ADF（自動化ドキュメントファクトリー）      機能適用例：製本ワークフローの処理V3.6の主な新機能



■ 自動検証の実施＊1 ＊2

通単位で印刷物を自動検証し、必要に応じて再プリントファイルを作成します。

プリンター

アプリ
ケーション

サーバー

自動検証機能

ワークフロー画面 封入封緘

再プリント指示

データ受信・保管 プリント

検証

■プレ印刷用紙の置換え
プレ印刷用紙を電子フォームと汎用用紙に切り替えられます。

前処理
最適出力
管理

社内ユーザー 外部ユーザー

セキュア･
ログイン Webアプリ

#1
Webアプリ
#2

Webアプリ
#3

検索･
ダウンロード

データ生成
マルチチャネル

出力

アーカイブ

Webサービス API

配送

デリバリー

■マルチチャネル出力への対応 ＊1 ＊2

データ抽出、Webアプリ、電子メール、PDF等への連携･展開ができます。

＊1 オプション機能　＊2 システム開発が必要です。 ※表示画面および印刷帳票の出力例がある場合、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。

入力データ 電子フォーム

アウトプット

ワークフロー

条件分岐：
ファイル内容により
カラーを示す場合は
カラープリンターを割り当て、
モノクロを示す場合は
モノクロプリンターを割り当て

後加工用
QRコード
の追加

面付機能連携例（別売）

TotalFlow Prep

面付後の
PDFページ
カウント

PDF最適化 ジョブの削除再印刷を行う場合の
印刷範囲の再構築

プリンターに
データを送信

指定期間ジョブ
を保管

PDFファイルのページ
グループ（PDF内に含ま
れる文書の数）をカウント

条件分岐：
ファイル内容により
面付指定がなければエラー

アウトプット業務では「管理･処理のミスやムダ」「郵送のコスト」「事後処理機との連携｣｢他チャネルへの展開力不足」などさまざまな課題が存在します。
リコーのワークフロー ･ソリューション『RICOH ProcessDirector V3.6』は「業務の統合的な管理」「人手による仕分け処理の負荷やミスの削減」「配送
前の郵便物の区分けによる郵送コスト削減」「管理番号やバーコードでの管理能力の向上」「アウトプットを通数単位で管理」「プリントデータ内のOMR*
を封入封緘機に合わせ編集」「再プリント用のジョブを生成」「プリントデータから抽出したデータを活用した様々なチャネル（Web連携、電子化等）との連携」

「プレ印刷用紙の廃止、削減」など、お客様の課題を解決。高効率で高品質なPDFアウトプット業務を実現しました。 ＊ OMR：光学式マーク認識（Optical Mark Reading）

ADF（自動化ドキュメントファクトリー）      機能適用例：製本ワークフローの処理 ファイル内容から 仕上がりサイズを自動認識し、面付･後加工用QRコードを追加



記載スペックは稼働環境上、必要最小限の要件を記載しています。導入時には最新情報をご確認いただき、十分な稼働環境をお選びください。　（注） 一部の機能を使用する場合、追加メモリーが12GB 以上必要です。

※ AFP、InfoPrintは、株式会社リコーの米国およびその他の国における商標です。 ※ AIX、IBM、z/OS、Power Systemsは、International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ※
Adobe、PostScriptはAdobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ※ Windows、Windows serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標
です。 ※ Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標です。 ※ Red Hatは、Red Hat Inc. の米国における登録商標です。 ※その他の製品名、会社名、およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

●このカタログに使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●表示画面および印刷帳票の出力例がある場合、特に断り書きのない出力例のデータ部分はす
べて架空のものです。●製品サービス等詳細については、製品販売店、弊社営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載している内容、標準価格および料金は、事前の予告なし変更する場合があります。また、断り書きのない場合掲載価
格は税込価格です。最新の情報に関しては、弊社インターネットホームページをご参照ください。

商品名 RICOH ProcessDirector V3.6

品種コード Q50849

製品型番 5765H30

プラット・フォーム AIX® Linux® Windows®

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

CPU 1.9GHz 以上のプロセッサー 1個以上 2.8GHz 以上のプロセッサー 1個以上 3.1GHz 以上のプロセッサー 1個以上

メモリー 基本サーバー 4GB 以上、2次サーバー 1GB 以上（注） 基本サーバー 4GB 以上、2次サーバー 1GB 以上（注） 基本サーバー 4GB 以上（注）

ハードディスク 200GB以上（注） 200GB以上（注） 200GB以上（注）

ディスプレイ 解像度 1,280×800 以上 解像度 1,280×800 以上 解像度 1,280×800 以上

その他 LAN接続環境 LAN接続環境 LAN接続環境

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

オペレーティング
システム

⃝基本サーバー および 2次サーバー（64-bit） ⃝基本サーバー および 2次サーバー（64-bit） ⃝基本サーバー（64-bit）

IBM®AIX 7.1 TL4 SP2 以上
IBM®AIX 7.2 TL1 SP2 以上

Red Hat®Enterprise Linux®（RHEL）6.7  以上、7.1以上
SUSE Linux Enterprise Server（SLES）11SP3 以上、12SP1以上

Windows Server®2012 R2
Windows Server®2016

webブラウザー Microsoft Internet Explorer®11、Edge／Mozilla Firefox 最新サービスレベル／Google Chrome 最新サービスレベル

Viewer Adobe Reader®9.0、Ⅹ、Ⅺ

機 能 機 能 詳 細

印刷用データの受信 ・ホット･フォルダー（ファイル･コピー用ディレクトリー）・コマンドライン印刷リクエスト（LPRなど）・IBM®z/OS®からの受信（Download for z/OS、AFP Download Plus）*

サポート･プリンター（一部）

カット紙プリンター 連続用紙プリンター
［ RICOH Pro C シリーズ（カラー） ］ ［ RICOH Pro シリーズ（モノクロ） ］

・RICOH Pro VC60000
・InfoPrint 5000
・InfoPrint 4100
・InfoPrint 100
・InfoPrint 75

・Pro C5100S／C5110S
・Pro C5200S／C5210S
・Pro C7100／C7100S
・Pro C7110／C7110S
・Pro C9100／C9110
  TotalFlow Print Server
  R-60／R-60A、R-61／R-61A

・Pro 6100／6100HT　
・Pro 8120S／8110S／8100S
・Pro 8200S／8210S／8220S

印刷ジョブの管理 ○ ○ ○

メディア管理･
フｨニッシング管理

カット紙プリンターの一部で印刷時のメディア管理、フｨニッシング管理機能をサポート
（例)・製本（クルミ製品、リング綴じ、パンチ穴）
　　 ・折り（Ｚ折り、内三つ折り、観音四つ折り、二つ折り、外三つ折り／単純四つ折り）・ステープル・パンチ

—

電子帳票連携 電子帳票管理ソフトウェア: TotalFlow E-Report Manager、WPM用に帳票管理情報を付加*

期待できる効果 Before After

通数管理による
管理･処理のミスやムダの削減

索引付けができないため、通数や各通ごとのページ数の取得ができない。
実現するには、プリント委託者より通数、ページ数の情報をいただく必要あり。

索引付けをして、通数や封筒単位のページ数情報を取得可能。
プリント委託者に負荷をかけることなく、通数管理の実現が可能。
また、各プリント物に通情報を含めて管理番号やバーコードを付加することが可能。

区分郵便物による
郵便料金割引の適用

索引付けができないため、プリント前に郵便番号ごとの区分けができない。
郵便料金の割引を受けるには、郵便区分機等での対応が必要。 プリント前のデータ加工で郵便番号ごとに区分して印刷が可能。

事後処理機との自動連携による
生産性の向上

受託データ内に挿入されているOMRが自社所有の封入封緘機の仕様に合わず、
既存設備を活用できない。

既存OMRをマスキングし、所有している封入封緘機の仕様に合わせてOMRを追加。
既存設備の有効活用が可能。

再プリント時のデータ抽出の
自動化による効率化

再プリント時の抽出は、印刷物の確認および入力作業が煩雑になっているため、
抽出および確認に手間がかかり、また、誤りも発生しやすい。

再プリント対象物に印刷されているバーコード読み取りにより、再プリントデータを抽出し、
容易に再プリントジョブを生成可能。（バーコード読み取り用にはシステム開発が必要。）

人手による仕分け処理の
負荷とミスの削減

データ入力から印刷物の配送までの間、次工程への引き継ぎ時に人手で仕分け処理
をしているところがあり、そこが、発送までの時間の大きなネックとなっている。
また、仕分けが人手であるがためのミスも起こりやすくなっている。

プリント前の前処理フェーズで郵便番号や支店コード等で索引付けを行ない、
プリント後の業務最適化（支店ごとに予めデータを並び替え、等）を視野に入れて
仕分けを実施することが可能。

管理用情報の付加による
生産管理の向上

生産管理用に管理番号やバーコードを付加したいが、
通数管理用の情報を取得できず、意図する管理情報を付加できない。

印刷データより通数管理用の情報（ジョブ全体の通数や、各通ごとのページ数、等）を取得し、
生産管理用に管理番号やバーコードの付加が可能。

様々な形態への出力対応による
要望の解決

出力データからのデータ抽出、Webアプリとの連携、電子メール対応等は
別アプリケーションの検討、新規構築が必要となる。

出力の前処理で事前定義をすることにより、マルチチャネル（必要部分のデータ抽出、
Webアプリ連携、電子メール配信等）への出力が可能。

プレ印刷用紙の廃止、削減 プレ印刷用紙が多数あり、
用紙架け替えのミスの発生、管理･保管スペースのコストが高い。

ホストのアプリケーション変更をせずに、
プレ印刷用紙の削減、用紙の変更を運用レベルで切り替えが可能。

ソリューション適用 ≪ 期待できる効果・Before & After≫

前提環境

機 能

本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスであるClickable Paper サービスに対応しています。
iPhone/iPad/Android™アプリケーション『RICOH CP Clicker』（無料）をダウンロードし、カタログの表紙を撮影（クリック）すると、商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。

＊ オプション機能です。

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

●お問い合わせ・ご用命は・・・

1008PH-1803＜34142488＞14/PこのカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

東京都大田区中馬込1-3-6  〒143-8555

このカタログの記載内容は、2018年3月現在のものです。

●受付時間は、月曜日～金曜日9：00～12：00  13：00～17：30（土、日、祝祭日、弊社休業日を除く） ＊通話料は無料です。

ダイヤル
InfoPrint 0120-068-088

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認
いただけます。　 ■お問い合わせは、ダイヤルInfoPrintまで。

RICOH ProcessDirector V3.6 の主な前提環境／機能

（　　　　　　   ）


