
笑顔と感動をみなさまに。

スマートかつユニークな

ソリューションをお届けします。

RICOH
イベントソリューション

MICE向け企画・運営サービス



Meeting：企業などの会議　／　Incentive Travel：企業などの行なう報奨・研修旅行　／　
Convention：国際機関・団体、学会などが行なう国際会議　／　Exhibition/Event：展示会・見本市、イベント
多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称です。（出典：観光庁 MICEの開催・誘致の推進）

お客様のさまざまな声にお応えします

環境配慮への
取り組み

先進技術・
独創的な企画

お客 様の
感動・喜び

＊MICE

リコーだからできる、
ユニークなイベントソリューション。

本カタログをRICOH CP Clicker（iOS/Android™アプリ）で撮影することで、サービス詳細や活用例など、多彩なコンテンツをWeb上でご覧になれます。

リコーの強みを活かし、
ITサービスを軸にしたソリューションで
イベントをサポート。

ITの専門知識と
ノウハウ

全国どこでも
対応できる
サービス体制

企画、手配から
設置、運用、撤収まで
ワンストップ対応

複合機などの
機器レンタルと
運営サービス

さまざまな規模の
会議や展示会の
運営実績

アプリのインストール カタログ紙面を撮影 Web上のコンテンツへジャンプ

お客様のイベントへの想いを、
リコーのテクノロジーが形にします。
リコーは1936年の創業以来、

オフィス分野のドキュメントソリューションを提供してきました。

長年培った紙に関する知識を最先端のデジタル技術と融合させ、幅広い領域で

さまざまなイノベーションを起こしています。そして、この技術力を活かした

新しいコミュニケーションのカタチを、MICE＊でもグローバルに展開。

“Fun” “ Innovative” “Eco-Friendly”という3つのコンセプトのもと、

みなさまに笑顔、感動、ワクワク感をお届けしていきます。

今すぐここで。AR（拡張現実）を体験してみませんか？
紙面にスマートフォンをかざして情報を入手　ARサービス RICOH Clickable Paperのご案内

リコー　CP 検索

集客/売上を
アップさせたい

会場内のスペースを
有効活用したい

来場者の満足度を
向上させたい

季節に合わせた
イベントを開催したい

新しい
企画・演出を

したい

インタラクティブな
セミナー・プレゼンを

開催したい

会議やイベント期間中に
安心して機器を使いたい

イベントの参加者に
効率的に情報を

発信したい

App Store/Google Play™にて「RICOH CP Clicker」
をインストールしてください。

アプリを起動し、紙面を撮影すると、
検索結果画面が表示されます。

表示されたメニューをタップすると、
さまざまな情報をご覧になれます。

このマークが
目印です
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展示ブース

会議室1

会議室2

事務局
控室 ホワイエ

メインホール
受付 ロビー

iPadを利用して資料を
共有する会議システム。
アンケートやチャット
など、ITを活かした
インタラクティブな
会議を実現します。

詳細はP.8へ

外国からの参加者の受付
対応などに。タブレットを利用し、
オペレーターを介した
リアルタイムな通訳サービスが
受けられます。

詳細はP.14へ

企業ミーティング、国際会議、学会を
ITでもっとわかりやすく、効率的に。
手間とコストのかかる準備や運営を効率化し、

参加者がスムーズに進行できるイベントを

トータルサポートします。

インタラクティブ
ペーパーレス会議

実 績
2012年10月    第67回国際通貨基金・世界銀行年次総会
2013年 9 月    第8回APEC交通大臣会合
2015年 3 月    第3回国連防災世界会議

2015年 4 月    第29回日本医学会総会
2016年 9 月    土木学会 平成28年度全国大会

その他多数

リアルタイム
多言語通訳

デジタルサイネージ

詳細はP.10へ

詳細はP.7へ

会議の内容やタイムテーブル
などの情報を組み合わせて
大画面に一度に表示。
最新の情報に合わせて、簡単に
コンテンツが差し替えられます。

スマートフォン
アプリケーション

専用アプリケーション
により参加者に対して
最新の会議情報を提供。
リアルタイムアンケートも
実施可能です。

詳細はP.7へ

多彩な投影方法

例えば、こんな会場で

ARサービス

会議の開催時に
OA環境構築をサポート。
複合機やプロジェクターなどを、
ワンストップオーダーで
全国どこにでもお届けします。

詳細はP.14へ

さまざまなタイプの
プロジェクション
システムをご用意。
会場の設置スペースに
合わせて最適な
構成でご提供します。

機器レンタル・
運営サービス

詳細はP.9へ

展示されたポスターや
パンフレットをスマート
デバイスで撮影することで、
関連するさまざまな情報に
簡単にアクセスできます。
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詳細はP.11へ

描いた絵やぬりえをした絵を
スキャナーで読み込むと、
映像になってスクリーン上で
動き出し、鑑賞や対戦が
楽しめます。

和をモチーフにした屋内型の
プロジェクションマッピング。
障子を使った映像マッピング
により、日本らしさを演出して
アピールします。

詳細はP.13へ

詳細はP.13へ

詳細はP.9へ

新感覚お絵描き
コミュニケーションツール

販促/集客の企画・催し物を
ITでもっとおもしろく、効果的に。
来場 者の満足 度・リピート率を向上し 、

売上や集客アップにつなげる企画・催し物をご提供します。

公共イベントやスポーツイベントなどにも活用できます。

実 績

2015年5月　ラグーナテンボス 新3D水族館（紙アプリ）
2015年9月　花と緑の夢あいち（RICOH デジタルメッセージボード）
2016年2月　MOSH! Sentosa Singapore（紙アプリ）
2016年7月　壬生猫京都市中見廻りラリー（RICOH Clickable Paper）

2016年12月～2017年1月
　 ウルトラヒーローズEXPO 2017 ニューイヤーフェスティバル
　 IN 東京ドームシティ（紙アプリ）

その他多数

全天球フォトプリント

photo by nrjmobile

学校

病院

店舗

キッズコーナー
ショールーム

ショッピングセンター

室内プロジェクション
マッピング

詳細はP.12へ

来場者のメッセージと写真を
デジタルサイネージとして
スクリーンに表示します。
また、アンケート調査、
撮影した写真の
プレゼントも可能です。

イベント
フォトサービス

スタンプラリー
サービス

photo by Katia

スマートデバイスで
印刷物を撮影すると、
スタンプが
入手できます。
集めた方に景品
プレゼント、といった
企画が行なえます。

詳細はP.13へ

1回のシャッターで
撮影者の周りを360°撮影する
RICOH THETA。
全天球の画像をその場でカードや
多面体に印刷し、おみやげとして
来場者にプレゼントできます。例えば、こんな場所で
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イベントの内容に沿って、簡単にコンテンツを差し替えられるサイネージ。
表示サイズに合わせて自由なレイアウトが可能です。

セミナーや会議の運営効果を最大にするペーパーレス支援システム。「用紙の削減」
「ドキュメントのセキュリティー維持」「ドキュメントマネジメント作業の負荷軽減」
という3つのキーワードによる、先進的なセミナー・会議を実現します。

ペーパーレス会議ソリューションさまざまな情報を大画面表示するサイネージ

画面サンプル

動画

スケジュール

静止画

時計

テロップ

イベントロゴ

● プログラムやスケジュールが直前になって変わる可能性がある。
● イベントに沿ったブランディング・デザインを重要視したい。
● 会場内の限られたスペースに設置したい。

特 長

自由なレイアウト設計

動画・静止画・イベントスケジュール・テロップなどの
コンテンツ要素を、自在に組み合わせてレイアウト。
お客様の用途に沿った画面構成が可能です。

リアルタイムで簡単に更新

コンテンツの更新は、パソコン上でフォルダーへドラッグ＆
ドロップするだけの簡単操作です。

ネットワーク経由で一括管理

複数のディスプレイで同時に表示する場合、1台のパソコン
でコンテンツを更新すると、配信サーバーを通じてすべて
のディスプレイに反映されます。

多彩な投影方法

省スペースを実現しな
がら、80インチの大画面
に表示します。

造作壁を持ち込み、
プロジェクターを連結
して実施します。

マルチプロジェクション80インチ一体型

1台で最大500インチ
までの大画面投影が
可能です。

ハイエンドプロジェクター

● 配布資料の印刷コストを減らしたい。
● 大量の紙資料の受け取りを回避したい。

● 情報セキュリティーの管理を徹底したい。
● インタラクティブな会議・セミナーを行なってみたい。

最大350名まで
参加可能

発表者の操作に同期して
参加者端末に発表資料を表示

ピンチイン・アウトでの
拡大・縮小

参加者は「個人モード」で
好きなページを閲覧

誰でもすぐにさわれる
直感的な操作性

会議終了と同時に
資料を自動消去

投票/アンケート機能

発表者が参加者に質問を
すると、リアルタイムでメ
インスクリーンに集計 結
果 が 表 示されます。参 加
者の反応を即時に知るこ
とが可能です。

サーバー上のユーザー権限に応じ、
セキュリティーを維持した状態で
セミナー・会議の資料の管理を
実現します。

手書きメモ機能

参加者は会議資料に書き
込みができ、保存・メールで
送信することが可能です。

［発表者］

［参加者］

iPadiPad mini

RICOH Smart Presenter

無線LAN

PDF資料を
専用サーバーへ登録

PC

PDF
0.0

0.5

000 000 000 000

1.0

1.5

2.0

000

000

000

000

000

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

プロジェクター

安心のセキュリティー

会議に参加するための
【参加パスワード】を
設定します。

発表者を変えられたり、勝手に
開催されることを防ぐため

【開催キー】を設定します。

こんなサイネージをお考えの方に最適です

専用サーバー

特 長

構 成 図

こんな会議をお考えの方に最適です
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特 長

構 成 図

こんな会議をお考えの方に最適です
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豊富なアプリケーション機能

簡単にセルフカスタマイズ

最新情報をお届け

来場者が日頃使用しているスマートフォンへ、
「PUSH通知」により能動的に情報を通知し
ます。時間指定配信であらかじめ決まった時刻
に配信を予約することも可能です。

リアルタイムアンケート ※オプション

アプリケーション内で来場者に対してアンケート
を実施。結果をリアルタイムでサイネージなどに
表示します。

● 最新のイベント情報を来場者に提供したい。
● 日本語と英語でイベントの情報をお知らせしたい。
● 短期間でアプリケーションの準備をしたい。

アプリケーション準備の手間を大幅節約

来場者向け専用イベントアプリケーション紙とデジタルをつなぐARサービス

イベントに関わるさまざまなコンテンツを提供するコミュニケーションツール。
アプリケーションを新たに開発する必要がないため、準備コストを大幅に削減できます。

オリジナルの
画像に変更可能

タイムテーブル 出展社情報

テロップで
来場者にお知らせ

アイコンの
デザイン・文言は
カスタマイズ可能

● イベント概要
● タイムテーブル
● アンケート＊

● お気に入り
● Clickable Paperサービス（スタンプラリー・スロット）＊

● アプリ活用ログ分析・レポート提出＊

● アクセスマップ
● ブース情報
● お知らせ
● PUSH通知（即時・予約）

● 場内マップ
● WEBリンク
● フォトギャラリー
● 多言語（日・英）対応

＊オプション

※コンテンツデータはお客様にて準備・入力いただきます。

ゼロベースから開発

RICOH Event App

アプリケーションのリリースに
かかる準備の手間を削減し、
短納期で利用していただけます。

・・・

・・・

iOS iPhone＊1（タブレット端末での動作保証はいたしません。）
Android カメラ機能付き端末＊2（タブレット端末での動作保証はいたしません。）
ネットワーク＊3 3G、4G、および無線LAN(Wi-FiTM)-IEEE 802.11a/b/g/n(Wi-FiTM接続環境に準じる)

動作条件
＊1 対応OSバージョンについてはApp Storeをご確認ください。
＊2 対応OSバージョンについてはGoogle Playをご確認ください。
＊3 インターネットに接続できる環境であることが必要です。
　　インターネット回線が混雑している場合は、表示が遅い場合があります。

規定のフォーマット
に合わせて画像や
文言を用意するだ
けで、簡単にカスタ
マイズが可能です。

AR（拡張現実）の技術を活用し、会議資料やポスター、パンフレットなどの
印刷物にスマートフォンアプリをかざすことで、
簡単にデジタルコンテンツを提供できるサービスです。

スマートフォン／タブレットに
RICOH CP Clickerをインストールし、
印刷物にかざします。

メニューが表示されます。 さまざまなコンテンツが
利用できます。

来場者にイベント用の
パスコードをお知らせします。

アプリケーション起動画面でパスワード入力すると、
イベントに関する情報が閲覧できます。

Shopping

Web

Photo
e-Mail

MAP

Music

PDF

SNS

Phone

Video

● 紙文書を配布せずに
　資料を参加者の手元に届けたい。

● 外国からの参加者のために
　さまざまな言語に対応した
　会議資料を準備したい。

● スタンプラリーをして
　会場内の回遊性を高めたい。
● 来場者特典として特別な動画を
　見せたりちょっとしたゲームを
　提供したりしたい。

圧倒的な画像認識力

独自の画像認識技術により、写真
はもちろん、テキスト紙 面 に 対
しても良 好かつ高 速 な 認 識を
実現します。また、撮影された距離
や角度の影響を受けにくいため、
ポスターや看板などでの活用も
可能です。

コンテンツごとのアクセス状況や、日々のアクセス状況
などのログ情報を取得できるため、マーケティング
データとして活用することが可能です。

アクセスログによる効果測定販促/集客向け

こんな会議を
お考えの方に最適です

こんな企画やイベントを
お考えの方に最適です

看板やポスターなどをそのまま
活用し、アプリケーションを
かざすだけで多くの人に楽し
んでもらえるスタンプラリー
やスロットなどの連携サービス
をご用意。アプリケーション
のダウンロード促進、集客や
来場者の満足度向上につな
がります。

お楽しみコンテンツ ※オプション販促/集客向け

自社アプリとしてリリースできる ※オプション

RICOH CP Clickerのモジュール
を自社アプリに組み込んで利用で
きる「プライベートサービス」をご
用意。デザインを変更して、キャン
ペーンやイベント、新商品のブラン
ディングに合わせて展開できます。

サイネージや会議資料にかざすと、スマートフォンの言語に
合わせ、コンテンツをその言語で表示することができます。
※事前に設定が必要です。

多言語対応会議向け

来場者へ
提供

仕様検討 設計・構築 評価 申請・審査 データ入力

仕様検討 データ入力

当日約5ヵ月

最短約1週間程度

特 長

特 長

こんなアプリケーションをお考えの方に最適です

運用方法 運用方法
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イベント来場者へのアンケート機能

あらかじめご用意している3つのアンケートでイベント
来場者の属性を収集することができます。アンケート
内容はカスタマイズが可能です。

イベント・企画のテーマやデザインに合わせて、フォト
フレームや画面デザインのカスタマイズが可能です。

〈標準設定〉

どこから来たか 性別 年代

“新感覚”お絵描きコミュニケーションツール

描いた絵が海の生き物の
ように自由に泳ぎ回ります。

描いた絵が、
街の中を走り回ります。

描いた絵が夜空に花火と
なって打ち上がります。

紙花火 紙トレイン紙アクアリウム

専用紙にカラーペンやクレヨンで
自由に絵を描きます。

● 毎月のフェア向けに何か新しい企画を実施したい。
● 運用の手間がなるべくかからないお遊びツールを使いたい。
● 子どもたちが楽しみながら学べる教材を使いたい。
● 子どもから大人まで誰もが楽しめるコンテンツを探している。

スキャナーで専用紙を
読み込みます。

描いた絵が命を吹き込まれた
ように動き出します。

自由に描いた絵がそのまま動き出す

専用紙に自由に描いた絵が、そのまま映像に取り込まれ
動き出します。リコー独自のアルゴリズムを利用し、絵に
性格付けをしてそれぞれが個性のある動きをします。

設営＆オぺレーションが簡単

多彩なアプリケーションラインナップ

セットアップは機器を接続して起動するだけ、アプリ
ケーションは専用紙をスキャンするだけで利用可能。
オペレーションフリーで、大人数で楽しむことができます。

鑑賞系のアプリケーションから、ゲーム系まで。シーンに合わせて多彩なラインナップからお選びいただけます。

さまざまな投影方法

実施スペース、イベント規模に合わせて、プロジェクターと
スクリーンを組み合わせた造作パッケージや、プロジェクター
複数台を利用し大型スクリーンへ投影するなど、ご相談
に応じてさまざまな投影方法でご利用いただけます。

柔軟なカスタマイズ性

イベント・企画のテーマやデザインに合わせて、背景
デザインや絵の動き、BGM、専用紙のカスタマイズが
可能です。 イベントシンボル選択

イベントシンボル
となる願いの木は、
イベントの季節や
コンセプトに応じて
選択できます。

※他のデザインテーマもご用意しております。
※画面デザインは変更になる可能性があります。

描いた絵が映像になり、鑑賞や対戦ができるコミュニケーションツール。
命を吹き込まれたように絵が動き出し、「自分の描いた絵が動いた！」
という驚きと感動が体験できます。

● 来場者参加型のイベントシンボルをつくりたい。
● 来場者から簡単なアンケートを取りたい。
● イベントオリジナルの記念品を来場者にプレゼントしたい。
● 広告を載せた印刷物を来場者に持ち帰ってもらいたい。

画面デザインのカスタマイズ

みんなでつくるイベントシンボル

イベント来場者の想いや願いを集め、イベントのシンボルとして形づくられていく様子を
デジタルとアナログで表現。アンケート調査、撮影した写真のプレゼントも可能です。

アンケートに
回答します。

写真を
撮ります。

メッセージを
書きます。

その場で
写真を印刷し、
プレゼントします。

メッセージが
共有され、願いの木
が育ちます。

標
準

カ
ス
タ
マ
イ
ズ

トップページ フォトフレーム スタンプ
〈カスタマイズ例〉

願いの木が成長

写真は1枚の葉となって表示されます。撮影された写真が
集まるごとに、願いの木は大きく成長していきます。

表 面 裏 面

写真余白、裏面にイベントやスポンサー企業のロゴなどを入れることで、広告
スペースとして活用できます。イベントに参加した人は特別な思い出、お土産
として持ち帰るため、主催者にとって価値ある広告となります。

広告としての活用

特 長

※イベントシンボルはカスタマイズも可能です。（オプション）

特 長

こんな企画や催し物をお考えの方に最適です

運用方法

こんな企画や催し物をお考えの方に最適です

運用方法

恐竜たちが卵から生まれて
草原を駆け回ります。

紙ダイナソー

描いた絵がコースを走り
レースを繰り広げます。

紙レーサー
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みんなでつくるイベントシンボル

イベント来場者の想いや願いを集め、イベントのシンボルとして形づくられていく様子を
デジタルとアナログで表現。アンケート調査、撮影した写真のプレゼントも可能です。

アンケートに
回答します。

写真を
撮ります。

メッセージを
書きます。

その場で
写真を印刷し、
プレゼントします。

メッセージが
共有され、願いの木
が育ちます。

標
準

カ
ス
タ
マ
イ
ズ

トップページ フォトフレーム スタンプ
〈カスタマイズ例〉

願いの木が成長

写真は1枚の葉となって表示されます。撮影された写真が
集まるごとに、願いの木は大きく成長していきます。

表 面 裏 面

写真余白、裏面にイベントやスポンサー企業のロゴなどを入れることで、広告
スペースとして活用できます。イベントに参加した人は特別な思い出、お土産
として持ち帰るため、主催者にとって価値ある広告となります。

広告としての活用

特 長

※イベントシンボルはカスタマイズも可能です。（オプション）

特 長

こんな企画や催し物をお考えの方に最適です

運用方法

こんな企画や催し物をお考えの方に最適です

運用方法

恐竜たちが卵から生まれて
草原を駆け回ります。

紙ダイナソー

描いた絵がコースを走り
レースを繰り広げます。

紙レーサー
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子どもから大人まで360°の世界を紙やデジタルで楽しむ

ワンショットで全天球画像や動画を簡単に撮 影できるRICOH THETA。
撮 影した360° 画 像を、カードや多面体に印刷してイベントの思い出として
持ち帰ることができます。

タブレットを活用したリアルタイム通訳

専用アプリケーションから通訳オペレーターへとつなぎ、
いつでもどこからでも対面式で通訳を受けられるサービスです。

超短焦点プロジェクター

わずか24.1cmの超至近投写で
80インチ相当の表示

専用アプリで
通訳したい言語を
選択します。

オペレーター（通訳者）へ
接続します。

ご担当者様・オペレーター・
外国人の方の3者でお話しください。

オペレーター（通訳者）
タブレット端末側表示画面

オペレーター側表示画面
オペレーター
（通訳者）

ご担当者様 外国人の方
多言語通訳

オペレーター
（通訳者）

ご担当者様 外国人の方

お客様の
ご要望を伺って
いただけますか？ かしこまりました

和をモチーフにした屋内型プロジェクションマッピング

超短焦点プロジェクターを利用し、スペースが少ない場所でも運用可能。
障子を使った映像マッピングにより、日本らしさを演出してアピールします。

イベント時のOA環境構築サポート

複合機からプロジェクター、電子ホワイトボードまで、各種ハードウェアをレンタル。
多数のラインナップを取り揃えており、全国どこにでもお届けします。

企画段階から
OA環境の設計提案

スケジュールに合わせた
搬入出計画

イベント実施時の
機器保守

スペースが少ない場所でも
効果的に演出

イベント・文化施設などにおける
集客率の向上を実現

和のテイストを取り入れ
日本らしさをアピール

英語・中国語・韓国語・タイ語・ポルトガル語・
スペイン語・ロシア語・ベトナム語の8ヵ国語に対応

24時間365日対応 安心サポートいろいろな形（ミラーボール/
リトルプラネット/多面体）で

360°画像を楽しめる

イベントシーンに合わせた
フレームやスタンプの
カスタマイズが可能

撮影した360°画像を
デジタルサイネージに投影

●複合機
●プリンター
●ファクス
● PC（デスクトップ/ノート）
●タブレットPC
●シュレッダー
●プロジェクター
●電子ホワイトボード
●テレビ会議システム
　　　　　　　　　　　など

※タイ語・ロシア語・ベトナム語は
　平日9時～18時

撮影します。 カードや多面体に
印刷します。

印刷した多面体を組み立て
たり、撮影した360°画像を
見たりすることができます。

文字やスタンプを
書き込みます。

ラインナップ

特 長 特 長

特 長 特 長

運用方法 運用方法

構 成 図

※オプション
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●お問い合わせ・ご用命は・・・

http://www.ricoh.co.jp/solutions/event_solution/
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