
印刷販促物の鮮度と美しさは、
ソフトウェア製品の品質イメージに直結する。

解決課題

印刷の内製化により、製品カタログへの	
タイムリーな情報更新が可能に

ソフトウェア製品の細かなバージョン	
アップを販促物にスピーディに反映したい

セミナー資料のシステム図や	
スクリーンショットを高精細に再現

複雑な図表を含むセミナーの資料を、
もっときれいに印刷したい

質感、厚みの最適な用紙が選べ、	
販促物の品質が向上

カタログやサポート証書など、エンドユーザー	
向け印刷物の質感を向上させたい

【情報・通信業】

サイオステクノロジー株式会社

RICOH	Pro	Case	Study【お客様ご活用事例】
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セミナー資料

ソフトウェア
使用許諾書

クリアフォルダ

会社案内

製品カタログ

事例紹介リーフレット

製品パッケージの
ジャケット

営業用製品リーフレット



会社全体の事業を通して、クラウド関連など、1年に30回以上の
イベント/セミナーを実施しているサイオステクノロジー。その際に
使用する資料は、複合機で印刷していたという。
「1回の参加者は5〜10名程度。20〜80ページほどのセミナー資料

ですから、それほど品質にこだわっていたわけではありませんが、図表
内の数値やスクリーンショットの再現の甘さは気になっていました」

年間30回以上開催される	
各種のイベント/セミナー

サイオステクノロジーでは複合機と連携するアプリケーションを独自
開発している。ペーパーレスオフィスを推進させ、業務の効率化やスピード
アップに貢献する製品で、その商談において製品カタログは欠かせない
販促物だという。「自社開発アプリケーションに関係する文字や図案の
美しさは、その製品とつながっています。アプリケーションひとつひとつ
のクオリティには自信があります。ですから、そのコミュニケーション媒
体としての販促物にも、相応のクオリティを求めます。製品カタログのク
オリティが低ければ、製品であるアプリケーションのクオリティも疑われ
ますから」SIOS Applications事業を担当する光田宣行執行役員は、
製品カタログ制作の際、オフセット印刷にこだわっていた当時の考えを
語った。OSのバージョンアップなどに合わせてアプリケーションにも変
更が加えられていくが、リードタイムの長いオフセット印刷ではそのサイ
クルに対応できず、販促物はすぐに陳腐化していたという。同業各社も
同じような状態であったが、光田執行役員は解決策を模索していた。

サイオステクノロジーは創業以来、Linuxに代表されるオープン 
ソースソフトウェア（OSS）の開発と利用を軸に、Webアプリケーション
ソフトウェアやOSにかかわる事業を推進している。またクラウド 
コンピューティング分野でもOSSの利活用を通じて最先端のシステム
を提供。サイオス（SIOS）という名前は、最重要課題と位置づけている

「Software for Innovative Open Solutions」の4つのキーワード
の頭文字。革新的なソフトウェア技術を活用して、オープンソリューション
を提供していくという思いが込められているという。

1997年の創業以来、	
OSSの開発と利用を軸に最先端のITを提供

当時マーケティングを担当していたSIOS Applications事 業 
PMO 工藤憲幸氏は、PODによる販促物内製化の必要性を感じてい
た。POD導入を推進するためにはマーケティング、情報システム、人事
総務の3部門が力を合わせることが必要だったと語る。
「展示会やイベントで最新のPOD機に触れる度に、これは社内で使

えるという思いが大きくなっていきました。社内への導入の提案はマー
ケティング単独で動くより、内製化で関
係してくる各部門と連携することが、より
PODの必要性が伝わるだろうと考えまし
た。複合機を既存設備として導入してい
たこともあり、RICOH Pro導入のメリット
をシミュレーションすることに。各部門で
の印刷物を洗い出し、内製化できる印刷
物を想定、コストメリットと販売促進への
メリットを経営陣へ提案。見事、RICOH 
Pro導入に成功しました」

マーケティング、情報システム、	
人事総務の3部門でPOD導入を検討

アプリケーションソフトウェアの商談に、	
製品カタログは欠かせない

SIOS Applications事業 PMO 
工藤 憲幸 氏

　「ソフトウェアの販促物には、スピード感が重要」
OSのバージョンアップに伴うソフトウェア製品の変更など、	
即応する販促物をRICOH	Proで社内印刷。

IT企業の販促物制作に適したPOD

解	決

セミナー資料のシステム図や	
スクリーンショットを高精細に再現

印刷の内製化により、製品カタログへの	
タイムリーな情報更新が可能に

質感、厚みの最適な用紙が選べ、	
販促物の品質が向上

背景と経緯

執行役員　光田 宣行 氏

ソフトウェア製品の細かなバージョンアップを	
販促物にスピーディに反映したい

カタログやサポート証書など、	
エンドユーザー向け印刷物の質感を向上させたい

複雑な図表を含むセミナーの資料を、	
	もっときれいに印刷したい



サイオステクノロジーは、検討開始3ヶ月後にRICOH Proを導
入。直ちにSIOS Applications事業の製品カタログが、RICOH Pro
によって社内印刷された。
「グラフィックデザインの制作は外部の数社と契約しており、一定水

準のクオリティを保っています。しかしながら、想定していた通り、初版
印刷後の改訂が幾度も行われました。ある製品カタログは、月に1回
以上の内容変更があり、そのつどRICOH Proで社内印刷し、営業活
動に使用しています。今思うと、以前は最新の情報を反映できず、営業 
面での機会損失があったことは間違いないでしょう。現在のサイオステ
クノロジーの製品カタログには、どの競合先よりも新鮮な情報が掲載
されているという自信があります」光田執行役員は、高いデザイン性、
美しい印刷、確かな情報を備えた製品カタログが、自社のソフトウェア
製品の品質イメージ向上 
に貢献していると語る。また
レーザープリンターで印刷 
していた製品パッケージの 
表紙とサポート証書をPOD
化したことで、マット系の 
用 紙 に 美しく印 刷 で き、 
製品の一層の信頼感向上 
に期待しているとのことだ。

印刷の内製化により、製品カタログへの	
タイムリーな情報更新が可能に

ご導入のお客様をケーススタディとして紹介している事例リーフ
レットは、これまでオフセット印刷され、大量の在庫から払い出しなが
ら使われていた。「多いものでも1,000部ほどで、オフセット印刷するに
は効率的ではありませんでした。お客様事例ですから印刷品質を確保 
する必要がありました。RICOH Pro導入後はPODに切替え300部
程度を最初に印刷し、足りなくなれば50〜100部を追加で印刷。印刷
品質にも満足しています」PODに変更後、事例リーフレットの種類が
増えたと、工藤氏は語る。「事例リーフレットは効果が期待できるツー
ルで営業にも人気がありま
したが、制作するとなると
大量に印刷せねばならず、
以前は気軽に作れるもので
はありませんでした。POD
は小部数印刷に対するコス
トの壁が低く、作りたかった
事例リーフレットをためらわ
ずに具現化できました」

オフセット印刷からPODへ変更し、	
種類が増えた事例リーフレット

セミナー資料の印刷も、複合機からRICOH Proへ変わった。くっ
きりした文字と美しいイラストに、その効果が表れているという。特に 
小さくなりがちなシステム図や操作画面 
のスクリーンショットは、表示される文字
や数値まで明瞭に判別できるようになっ
た。参加者の手元に残るセミナー資料の
高品質化は、サイオステクノロジーの重
要な商品であるイベント/セミナー全体
の品質向上につながっている。

セミナー資料のシステム図や	
スクリーンショットを高精細に再現

製品リーフレットは、営業からの依頼を
マーケティング企画部でレイアウトし、社
内の複合機で印刷。高いクオリティを期
待できる販促物ではなかったという。パー
トナー営業2部の下園文崇部長は「製品
リーフレットは、チラシ感覚で営業が使う
販促物です。PODによって、印刷品質はも
ちろん、厚手のコート紙に印刷するアイデ
アで、そのクオリティが格段にアップしま
した。営業的に販促物の見栄えは重要で

すから、この品質向上は非常にありがたいです」と語る。お客様の評価
も上々とのことだ。「これは製品カタログにもいえますが、PODのおか
げで関西と中部の各営業所からの依頼に、すぐに200 〜 300部を印
刷して発送でき、迅速な対応が喜ばれています。また奥付にパートナー
さんの社名やロゴを印刷
し、数10部制作ということ
もできるようになりました」
営業活動する中で、役立つ
販促物になっていると、下
園部長は語った。

質感、厚みの最適な用紙が選べ、	
販促物の品質が向上

パートナー営業2部 部長 
下園 文崇 氏

事例リーフレット

製品パッケージ

サポート証書
製品カタログ
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　「ソフトウェアの販促物には、スピード感が重要」

導入の効果

PODによる内製化によって、販促物の品質向上と在庫カットによる
コスト削減を推進しているサイオステクノロジー。「当社の製品は市場
ニーズに応えるスピード感が特長。それを正確に魅力的に伝える紙の
販促物は、営業活動に不可欠なツールです。RICOH Proを得たこと
で、販促物の強化を実現できました」光田執行役員は、新たな事業展
開にもPODによるスピード感を活かしたいと語る。

新たな事業展開にもスピード感が重要

今後の展望

営業用製品リーフレット

サイオステクノロジー株式会社

Speedoc for RICOHで紙文書をDocuworksへ!!!
「Speedoc for RICOH」と「リコー複合機（MFP）」で

実現する紙文書のXDW変換

これまでは… これからは！

・親展ボックスから移動が面倒で忘れてしまうことも。
・ファイル名が通番でわかりづらい。

ユーザーフォルダへ
直接保存！

ファイル名を
らくらく設定！

「ユーザーフォルダを自由に選んで」 
「わかりやすいファイル名を付けて」 直接保存！

親展ボックスからユーザー
フォルダへ手動で移動

解 決
課題
問題点

複合機の

パネル上で

ひと手間だけど、その手間が大きな違いに！

簡単・スピーディーに紙文書を 多彩な形式の電子文書へ変換

コピー感覚で実現する「Speedoc for RICOH」は、紙文書の電子化を促進します。

紙文書を
複合機へセット スキャン開始

保存先フォルダの選択画面

XDW形式、DocuWorks
のユーザーフォルダ

希望のファイル名を選択

指定したDocuWorksの
ユーザーフォルダへ
自動で保存！

1 2 3 4

※会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。　※本書の内容は、予告なく変更することがあります。※本書の記載内容は2013年10月のものです。

※1：別途VMカードが必要です。　必要なVMカードは機種により異なります。　※2：初年度保守は必須となります。

よく利用するフォルダ階層は、「お気に入りに登録」することで、次回
から簡単にスキャンできます。最短２タッチで紙文書を電子文書へ！
さらに、ICカードなどの個人認証との連携で、 スキャンtoフォルダ
を自分で自由に作れます。

お気に入り機能
＆個人認証との連携特徴 .1

DocuWorks Deskのユーザーフォルダやリンクフォルダへ直接XDW
形式へ変換し保存でき、スキャン後、サムネイルが表示されます。
自分のDocuWorksフォルダに直接スキャン文書を登録できるの
で、より仕事がはかどります。

DocuWorksとの連携特徴 .2

①紙文書を電子化してメールで送りたいが、できるだけ
軽くして送りたい！

②紙文書の表をエクセルデータに変換して、文書の作
成時間を短くしたい！

③機密文書をメールで送るとき、念のためにパスワード
をつけて送りたい！

④機密文書を共有化したいけど、それの印刷は極力さ
せたくない！

そんなビジネスシーンで効果を発揮します！
PDF、JPG、TIFF、XDW、XPS、Excel、Word、
PowerPointなど、多彩なファイル形式へ変換でき、
2次活用もできます。

多彩なファイル変換
＆セキュリティー対策特徴 .3

Speedoc  for RICOH ※1

Speedoc  for RICOH 保守 ※2

￥70,000 （税込￥73,500）

￥15,600 （税込￥16,380）

Speedoc for RICOH OCRサーバーライセンス

Speedoc for RICOH OCR3クライアントライセンス

￥128,000 （税込￥134,400）

￥30,000 （税込￥31,500）

製品名 標準価格 製品名 標準価格

お気に入り画面

DocuWorks画面

③④機密文書の取り扱いに、セキュアPDFの生成

↑パスワード付きPDF

→印刷制限付きPDF

■Speedoc for RICOH 価格

①メール添付などに便利な、
　 軽いファイルの生成

②紙文書を
　 オフィスファイルに変換

●お問合せ先

東京都港区南麻布2-12-3
サイオスビル　〒106-0047
TEL：03-6401-5222　FAX：03-6401-5223
www.sios.com

既存の紙文書をカンタン電子化

ペーパーレスオフィスの第一歩

パソコンに作っておいたフォルダが、複合機のパ
ネルに自動表示。 カンタンに保存先フォルダを
選択できます。

取引先名や書類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。ファイル名の一
部として選択でき、リネーム作業の手間が省けます。

テキスト付きのファイル形式で保存すれば、保存
した文書の内容でカンタンに検索できます。

営業部

営業3課

議事録

契約

見積

申請

企画

保存したい場所が
わかりやすい！

ファイル名を
カンタン登録！

ファイル検索も
らくらく！

図面-20110720.pdf

A設計 検索 ・・・・

・・・・
・・・・

・・・
A設計

・・・

・・・・
・・・・

・・

・・・・
・・・・

・・・・

オフィス内で利用する文書（見積書、契約書、請求書など）を電子化し、保存、閲覧ができるようにすることです。
e-文書法の制定などにより、ペーパーレス化に取り組む企業も少なくありません。
また、災害対策や事業継続などのデータの保全性という観点からも、紙ではなく、電子データ化に取り組む企業が
増えてきています。

ペーパーレス化とは？

ペーパーレスオフィスに向けて、新規文書に関しては電子化できますが、

既存の紙文書はどうしますか？

ファイルを
保存先へ移動
するのが大変

リネーム
するのが大変

閲覧するのに
ファイルを
探すのが大変

デジタル複合機と　　　　　　　　 で課題解決！
ペーパーレス化を推進！！

●紙文書の電子化の課題

サイオステクノロジー株式会社

紙文書の電子化イメージ

1 紙の文書を
複合機へセット

2 保存先フォルダ
を指定

3 スキャン
開始

保存先フォルダの
選択画面

※指定ファイル形式へ変換可能

4 指定フォルダへ
登録、完了

保存先をサーバーに
することで、簡単に文
書の共有ができます。

さらに！

OCR処理をおこな
うことで、再利用可
能なファイルへの
変換もできます。

さらに！
お！ 紙文書も
パソコンで楽に
検索できた！

わ！ コピー機が
ワード文書を
作成しちゃった！

●お問合せ先

※会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。 ※本書の内容は、予告なく変更することがあります。 ※本書の記載内容は2013年10月のものです。

※1：別途VMカードが必要です。必要なVMカードは機種により異なります。 ※2：初年度保守は必須となります。

Speedoc for RICOH OCRサーバーライセンス ￥128,000 （税込￥134,400）

製品名 標準価格

Speedoc for RICOH OCR3クライアントライセンス   ￥30,000 （税込￥31,500）

保存先がサーバーOSの場合

備考

保存先がクライアントOSの場合
3クライアント毎のご購入となります。

■Speedoc 製品価格
製品名 標準価格

Speedoc  for RICOH ※1 ￥70,000 （税込￥73,500）

■Speedoc 保守価格

■OCRオプション価格

製品名 標準価格

Speedoc  for RICOH 保守 ※2 ￥15,600 （税込￥16,380）

東京都港区南麻布2-12-3
サイオスビル　〒106-0047
TEL：03-6401-5222　FAX：03-6401-5223
www.sios.com

日々増える文書を管理したい方へ

サーバーでカンタン文書管理しませんか？
整理

・作成するファイルの保存先、
  ファイル名のルール策定
・簡単に紙文書を電子化できる

保存

・フォルダ階層などで分類分け
・作成者、日付などわかりやすい
  ファイル名で保存

活用・再利用

・必要な文書を検索でき、
  すぐに利用できる

導入
カスタマイズなど入らず
すぐに導入できる

操作
電子化への操作も
パネル上でわかりやすい

検索
ファイル検索は、フォルダ
階層を辿るだけ

3つの
簡単!

図面-田中建設-
2011-07-20.pdf

申請書-特許-
2010-4-20.docx

帳票-売上明細-
2011-11-01.xlsx

制作した
電子文書は
そのまま保存

サーバーで一元管理
フォルダ階層などで
わかりやすく保存

紙文書は、
複合機で電化し、
サーバーに保存

●文書管理のポイント

と

サイオステクノロジー株式会社

●お問合せ先

紙文書を複合機
へセット

保存先フォルダ
を指定 スキャン開始 指定フォルダ

に登録、完了!

保存先フォルダの選択画面

1 2 3 4

Speedoc for RICOHは、デジタル複合機のパネル上で、紙文書を

▶「任意のフォルダ階層化へ自由に」
▶「わかりやすいファイル名をつけて」
▶「用途に合わせた形式に変換して」
電子文書へ変換することができます。

とは

※会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。 ※本書の内容は、予告なく変更することがあります。 ※本書の記載内容は2013年10月のものです。

※1：別途VMカードが必要です。必要なVMカードは機種により異なります。 ※2：初年度保守は必須となります。

Speedoc for RICOH OCRサーバーライセンス ￥128,000 （税込￥134,400）

製品名 標準価格

Speedoc for RICOH OCR3クライアントライセンス   ￥30,000 （税込￥31,500）

保存先がサーバーOSの場合

備考

保存先がクライアントOSの場合
3クライアント毎のご購入となります。

■Speedoc 製品価格
製品名 標準価格

Speedoc  for RICOH ※1 ￥70,000 （税込￥73,500）

■Speedoc 保守価格

■OCRオプション価格

製品名 標準価格

Speedoc  for RICOH 保守 ※2 ￥15,600 （税込￥16,380）

多彩なファイル変換
PDF、JPG、TIFF、XDW、XPS、Excel、Word、PowerPointなど、
多彩なファイル形式へ変換できます。

お気に入り機能＆個人認証との連携
よく利用するフォルダ階層は、「お気に入りに
登録」することで、次回から簡単にスキャンで
きます。最短２タッチで紙文書を電子文書へ！
さらに、ICカードなどの個人認証との連携で、 
スキャンtoフォルダを自分で自由に作れます。

お気に入り
画面

圧縮保存可能！！ テキスト付き・高圧縮
XDW変換可能！！

複数一括変換可能！！

お！ 紙文書も
パソコンで楽に
検索できた！

東京都港区南麻布2-12-3
サイオスビル　〒106-0047
TEL：03-6401-5222　FAX：03-6401-5223
www.sios.com

「Speedoc for RICOH」は、コピー感覚で、 
スピーディーに紙文書を電子化できます

保存したい場所が
わかりやすい！

ファイル名を
カンタン登録！

ファイル検索も
らくらく！

パソコンに作っておいたフォルダが、複合
機のパネルに自動表示。 カンタンに保存
先フォルダを選択できます。

取引先名や書類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。ファイル名の一部として選択でき、リ
ネーム作業の手間が省けます。

テキスト付きのファイル形式で保存すれ
ば、保存した文書の内容でカンタンに検
索できます。

サイオステクノロジー株式会社

図面-20110720.pdf

営業部

営業3課

議事録

契約

見積

申請

企画

Speedoc for RICOHは、デジタル複合機のパネル上で、紙文書を
「保存したいフォルダに」「わかりやすいファイル名をつけて」
「用途に合ったファイル形式で登録して」活用することができます。
また、検索に便利なテキスト付き文書や編集可能なファイル形式への変換も可能です。

簡単にスピーディーにオフィスの
紙文書を電子文書化

紙文書を複合機
へセット

保存先フォルダ
を指定 スキャン開始 指定フォルダ

に登録、完了!

保存先フォルダの選択画面

1 2 3 4

※会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。　※本書の内容は、予告なく変更することがあります。※本書の記載内容は2013年10月のものです。

※1：別途VMカードが必要です。　必要なVMカードは機種により異なります。　※2：初年度保守は必須となります。

よく利用するフォルダ階層は、「お気に入りに登録」することで、次回
から簡単にスキャンできます。最短２タッチで紙文書を電子文書へ！
さらに、ICカードなどの個人認証との連携で、 スキャンtoフォルダ
を自分で自由に作れます。

お気に入り機能
＆個人認証との連携特徴 .1

DocuWorks Deskのユーザーフォルダやリンクフォルダへ直接XDW
形式へ変換し保存でき、スキャン後、サムネイルが表示されます。
自分のDocuWorksフォルダに直接スキャン文書を登録できるの
で、より仕事がはかどります。

DocuWorksとの連携特徴 .2

①紙文書を電子化してメールで送りたいが、できるだけ
軽くして送りたい！

②紙文書の表をエクセルデータに変換して、文書の作
成時間を短くしたい！

③機密文書をメールで送るとき、念のためにパスワード
をつけて送りたい！

④機密文書を共有化したいけど、それの印刷は極力さ
せたくない！

そんなビジネスシーンで効果を発揮します！
PDF、JPG、TIFF、XDW、XPS、Excel、Word、
PowerPointなど、多彩なファイル形式へ変換でき、
2次活用もできます。

多彩なファイル変換
＆セキュリティー対策特徴 .3

Speedoc  for RICOH ※1

Speedoc  for RICOH 保守 ※2

￥70,000 （税込￥73,500）

￥15,600 （税込￥16,380）

Speedoc for RICOH OCRサーバーライセンス

Speedoc for RICOH OCR3クライアントライセンス

東京都港区南麻布2-12-3
サイオスビル　〒106-0047
TEL：03-6401-5222　FAX：03-6401-5223
www.sios.com

￥128,000 （税込￥134,400）

￥30,000 （税込￥31,500）

製品名 標準価格 製品名 標準価格

お気に入り画面

DocuWorks画面

③④機密文書の取り扱いに、セキュアPDFの生成

↑パスワード付きPDF

→印刷制限付きPDF

■Speedoc for RICOH 価格

①メール添付などに便利な、
　 軽いファイルの生成

②紙文書を
　 オフィスファイルに変換

●お問合せ先

セミナー資料



0120-892-111

http://www.ricoh.co.jp/pp/pod/
リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。 イチ イチ イチ

●お問い合わせ・ご用命は・・・

1401S-1602＜34211650＞3/PこのカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。 このカタログの記載内容は、2016年2月現在のものです。

リコーテクニカルコールセンター

●受付時間：平日（月～金）９時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
http://www.ricoh.co.jp/contact/
■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。

	リピート印刷も増え、
	 小部数の販促物はすべて内製化

販促物をPOD化したことで、在庫が激減した。「必要なときに
必要数をすぐに印刷できるため、在庫を意識しなくなりました。
大量印刷が必要なカタログ以外は、すべてRICOH Proで印刷
しています。リピート印刷が増えましたが、パソコンからではなく、
本体のタッチパネルから簡単に印刷できるので、非常に迅速に
対応できます。目指すは完全な在庫レスです」

 急ぎのお礼状と封筒への印刷にも活躍
エグゼクティブアシスタントの藤原奈美氏は、業務で役員から

の信頼を得ることができたと語る。「お礼状と封筒への印刷に、
RICOH Proを使いました。翌日までの案件で、150件の宛名
をバリアブル印刷。お礼状には質感の高い特別な紙でイメージ
通りの高級感を出す
ことができ、役員から
も好評でした」

	紙詰まりも、オペレーションパネルの
	 手順通りで解決

マーケティング企画部の佐藤有希子氏は、初導入のPOD機に
当初、戸惑っていたという。「最初は機械の大きさや多機能ぶりに
圧倒されたのですが、使っていくうちに思いのほか操作が簡単で、
親切な設計になっていると気づかされました。紙詰まりが起きて
も、オペレーションパネルの手順通りでスムーズに解決できます。
今では大切な仕事仲間です」

	社内制作している製品リーフレットの
	 仕上がりに満足
「社内制作の製品リーフレットは、私がつくっています。営業の

リクエストを聞いて、MS PowerPointを使用しA4サイズ両面
カラーでレイアウト。印刷がRICOH Proに変わり、今までと
同じように制作している製品リーフレットの品質のアップに驚い
ています。外 注したと
思っている営業もいる
のではないでしょうか」

佐藤氏は、制作がま
すます楽しくなってき
たと語る。

POD機初心者にも分かりやすい操作で、販促物が制作可能。

【	現場から見たRICOH	Pro	】

■商　　号 サイオステクノロジー株式会社
■本　　社 〒106-0047 
 東京都港区南麻布2-12-3 
 サイオスビル
■資 本 金 1,481百万円
■創　　業 1997年（平成9年）
■従業員数 連結 207名　単体 128名
■設　　備 RICOH Pro C751EX

■主な印刷物/事業
会社案内、製品カタログ、製品リーフレット、事例リーフレット、イベント/セミナーの資料、 
名刺、封筒など
ITに関わるシステムおよびソフトウェアの設計、開発、販売、サポート、トレーニングなど

■ホームページ
www.sios.com/

左：マーケティング企画部　佐藤 有希子 氏
右：エグゼクティブアシスタント　藤原 奈美 氏営業用製品リーフレット


