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■R@bitFlowの主な仕様

このカタログの記載内容は、2020年2月現在のものです。 1703PH-2002＜34021861＞4/P

〈ライセンス構成＊〉
製品体系 ライセンス体系 内容

複数の部門それぞれでワークフロー業務を行なうお客様向け

全社統一したワークフロー業務を行なうお客様向け

カンパニー

サーバー

Enterprise

Standard

＊ ライセンスのみの販売はいたしません。導入構築料金が別途必要となります。 

〈主な機能〉
ワークフロー機能文書管理機能 文書検索機能

定型項目検索機能（詳細検索）
添付ファイル検索機能（全文検索）

人事管理機能

人事情報一元管理機能
有効期限による新旧人事組織管理
統合Windows®認証

システム管理機能

操作履歴管理
システムログ管理
メール送信ログ管理

出力機能

PDF印刷機能＊2

CSV出力機能ポータル機能＊1

フォーム作成機能
ビュー設定機能
アクセス権制御
文書間データ連携
文書番号自動採番

承認経路作成機能
審査・承認機能
進捗状況確認機能
メール通知機能
承認番号自動採番
事前チェック機能
結合ルート機能＊1

＊１ ポータル機能、結合ルート機能はStandardではオプションです。  ＊２ PDF印刷機能はオプションです。  

〈動作環境〉

R@bitFlowでは、あらかじめ業務に活用できるフォームのテンプレートを80種類ご用意しています。
そのままのご利用はもちろん、お客様の業務に合わせて編集することも可能です。

人事系業務
40帳票

給与業務
3帳票

経理業務
6帳票

総務系業務
13帳票 法務・その他 文書管理

メールサーバー

利用者クライアント 管理者クライアント

Webサーバー DBサーバー ディレクトリサーバー

お客様システム環境R@bitFlow システム

〈フォームテンプレート〉 〈システム構成例〉　論理システム構成（参考イメージ）

〈導入の流れ〉

対象業務　
調査・分析

要件定義 
運用設計

運用設計 
開発 移行・検証 教育・稼動

●利用状況調査
●対象業務確認

●業務分析
●帳票設計
●承認経路確認

●帳票作成
●経路作成
●ユーザー登録
●運用方法設定

●データ移行
●システムテスト
●運用テスト
●他システム連携

●管理者教育
●運用サポート

※本構成は標準的な構成例です。システム構成はお客様のご要望やシステム環境を考慮し、
　H/Wのサイジングを検討し決定いたします。

競争力強化の仕組みを容易に
スピーディーに実現します。

意思決定迅速化　 業務効率化　 コスト削減　 コンプライアンス向上　 リスク管理

ワークフロー統合プラットフォーム

■このサービスへのお問い合わせは、当社ソリューション問い合わせ窓口まで

si_info@ricoh-japan.co.jp
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プログラミングレスで、スピーディーにシステム構築

多様な運用管理機能を提供

帳票作成画面
帳票作成用の編集エリアに部品をドラ ッグ&ドロップ
で配置して作成します。約100の部品を揃えており、
運用に合わせた帳票の設計が可能です。

申請・承認画面
ブラウザーから申請文書の作成や審査・承認を行な
います。帳票設計に合わせ数値計算や必須項目、
入力範囲のチェック等ができます。

承認経路作成画面
直観的な操作で経路を設定できます。条件により決裁
者が変わったり、複数人での決裁が必要等のワークフ
ローに関する様々な経路の定義が可能です。

承認経路確認画面
承認経路やその進捗状況を確認できます。帳票の
業務特性に応じ経路の変更や、個人を特定した
経路の指定が可能となります。

一覧表示設定画面
文書を一覧表示する際の表示項目や表示条件の定義
が可能です。利用者は一覧表示から閲覧したい文書を
簡単に探すことができます。

一覧表示画面
利用者にアクセス権のある文書の一覧を表示します。
審査対象の文書や承認済の文書等、条件による文書の
表示ができます。またキーワードによる全文検索やCSV
の出力も可能です。

専門的な知識や高度な技術がなくとも帳票や
承認経路を作成できます。

● マウス操作で帳票や経路を簡単作成 ● 情報共有・文書管理機能を標準装備
申請・承認業務のワークフローだけでなく、掲示板や公開掲示板の情報共有や文
書管理に必要な機能を装備し、効率的に業務を進める仕組みが構築可能です。

● 高い拡張性
業務規模の拡大等で生じる帳票や承認経路の追加や変更も
簡単に対応できます。申請内容に応じた入力項目の切り替え
や、経路の分岐条件の変更等、状況に則した対応が可能です。

● 正確な人事改編
組織改編前に発生した申請も、組織移行期間は前任が元の
職務を兼務して対応する等、組織改編時の設定変更に
考慮しています。

● 充実したセキュリティ機能
社内規定に基づいた文書作成や閲覧権限を、帳票別や帳票
を構成する項目ごとに設定でき、セキュリティを確保した情報
共有を実現します。

大規模ワークフローに対応
● 日本の組織文化を基盤とした経路指定
日本の組織は階層化のボトムアップ型の経路をたどります。各
階層が役割を持ち、役職別の承認経路の作成が可能です。ま
た所属組織とは別のミッションをもつグループを作成し、グ
ループ単位での権限を与えることができます。部門間をまたが
る複雑な経路の設定が可能となります。

レポート印刷機能
経費申請時の領収書貼付けの台
紙等、申請業務に関するレポート
のレイアウトを設計し、PDFで印
刷することができます。帳票作成
で定義した部品を、印刷用のレイ
アウトへ自由に配置し作成します。

誰がどの文書にいつアクセスし
たか、確認することが可能です。
また障害発生した際の、システム
ログを確認することもできます。

ログ管理画面

業務の一連の流れと処理手続きを定め、部門や
担当者間に流通する情報を明らかにし、
非効率な業務の改善を検討します。
業務を見直し、プロセスをシステム
化することで文書作成・管理プロ
セスが定型化され手続きが円滑
に流れます。さらに業務が
可視化されることで、作業
進捗が明確になり意思決
定の迅速化が図れます。

短期間で
システム構築

業務変化
への

柔軟な運用

大規模な
業務に対応

運用設定画面
帳票の運用条件を指定します。
審査や承認の際の滞留時の処
理をどうするか、アクセス権限の
設定等、帳票ごとに設定します。

多様な業務システムを容易に構築可能です。
業務の全体最適化を促進します。

意思決定の
迅速化

業務効率化の
推進

コスト削減リスク管理

電子化により、申請する文書は入力内容やチェッ
クする事項が明確となり、誰もが同じよう
に文書作成することが可能となります。
また、文書の検索や業務に関連付
けられた添付資料の管理が容易
となり閲覧もスムーズです。
文書の検索性・管理や保管
の効率化でき、本来業務
に注力できる時間量が
大幅にアップします。

正しいプロセスを明確化することで、文書管理規定のルールが定まり
ます。そのルールに従ったシステムを構築することで、業務をトレース
でき、アクセス権限設定によりセキュリティが確保されます。利用者の
コンプライアンス遵守を自然に実現します。

　
ワークフローシステム化することでペーパーレス化を実現します。
用紙や印刷費、紙の保管スペースや廃棄手続き、通信や搬送等、
費用面だけでなく時間的なコストを大幅に削減できます。

業務の流れを、時間や手間、コストを抑えて電子化し、業務効率向上や情報共有・活用を進める仕組みを構築し
ます。業務の手順や環境が変化する時でも、システム変更等の日常の運用や管理の負担を軽減できます。

申請・承認、情報共有、文書管理の業務プロセスの骨組みを強化する
Webワークフローシステムです。

業務手順の標準化
進捗状況の可視化

短期間でシステム構築
帳票および承認経路は、特別な知識や技術が 
なくても設計・構築できるシステム基盤です。

業務変化への柔軟な対応
経路や条件の変更はマウス操作で簡単に変
更でき、 業務見直しに素早く対応できます。

大規模な業務に対応
帳票を構成する様々な部品や承認経路を設
定するための条件や要素を豊富に用意。複雑
な業務をシステムで実現することが可能です。

業務手続の
ワークフロー

コラボレーションと
アクティブな
文書管理

ポータルと
連携した

情報系の基盤

個別業務
システムの
開発基盤

基幹システムへの
入出力システム

業務プロセスの電子化 間接業務から本来業務へのシフト

コンプライアンスへの対応 ペーパーレス化

申請業務の定型化
業務フローの明確化

情報活用度の向上
電子化による検索性、
回覧性、流用性の向上

文書管理の容易性
関連文書の閲覧や 
過去文書の参照が容易

費用の削減
帳票印刷、保管管理・
搬送コスト削減

時間の短縮
作業時間・搬送時間の

短縮

業務のセキュリティ向上
アクセス権限による

情報管理の仕組みの確立

業務のトレース化
電子化による正確な
情報の安全管理
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コンプライアンスへの対応 ペーパーレス化

申請業務の定型化
業務フローの明確化

情報活用度の向上
電子化による検索性、
回覧性、流用性の向上

文書管理の容易性
関連文書の閲覧や 
過去文書の参照が容易

費用の削減
帳票印刷、保管管理・
搬送コスト削減

時間の短縮
作業時間・搬送時間の

短縮

業務のセキュリティ向上
アクセス権限による

情報管理の仕組みの確立

業務のトレース化
電子化による正確な
情報の安全管理



Approval

Application

●このカタログの画面と実際の画面の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●製品の仕様および機能は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。●詳しい機能・仕様・制約条件等および価格・納
期・保守サービスについては、販売担当者にご確認ください。●弊社は、お客様に生じた直接または間接的損害および第三者からお客様に対してなされる不法行為、債務不履行、契約責任、不当利得を請求原因とする損害に
対して責任を負いかねますのでご了承ください。●上記の詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。
※Windows、Windows Server、.NET FrameworkおよびSQL Server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。※Adobe PDFは、Adobe Systems 
Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※ActiveReportsは、グレープシティ株式会社の登録商標です。※その他、本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマー
クはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

※PDF印刷機能を利用する場合は、別途ActiveReportsのライセンスが必要です。詳細はお問い合わせください。
＊対応するバージョンはお問い合わせください。　

■R@bitFlowの主な仕様

このカタログの記載内容は、2020年2月現在のものです。 1703PH-2002＜34021861＞4/P

〈ライセンス構成＊〉
製品体系 ライセンス体系 内容

複数の部門それぞれでワークフロー業務を行なうお客様向け

全社統一したワークフロー業務を行なうお客様向け

カンパニー

サーバー

Enterprise

Standard

＊ ライセンスのみの販売はいたしません。導入構築料金が別途必要となります。 

〈主な機能〉
ワークフロー機能文書管理機能 文書検索機能

定型項目検索機能（詳細検索）
添付ファイル検索機能（全文検索）

人事管理機能

人事情報一元管理機能
有効期限による新旧人事組織管理
統合Windows®認証

システム管理機能

操作履歴管理
システムログ管理
メール送信ログ管理

出力機能

PDF印刷機能＊2

CSV出力機能ポータル機能＊1

フォーム作成機能
ビュー設定機能
アクセス権制御
文書間データ連携
文書番号自動採番

承認経路作成機能
審査・承認機能
進捗状況確認機能
メール通知機能
承認番号自動採番
事前チェック機能
結合ルート機能＊1

＊１ ポータル機能、結合ルート機能はStandardではオプションです。  ＊２ PDF印刷機能はオプションです。  

〈動作環境〉

R@bitFlowでは、あらかじめ業務に活用できるフォームのテンプレートを80種類ご用意しています。
そのままのご利用はもちろん、お客様の業務に合わせて編集することも可能です。

人事系業務
40帳票

給与業務
3帳票

経理業務
6帳票

総務系業務
13帳票 法務・その他 文書管理

メールサーバー

利用者クライアント 管理者クライアント

Webサーバー DBサーバー ディレクトリサーバー

お客様システム環境R@bitFlow システム

〈フォームテンプレート〉 〈システム構成例〉　論理システム構成（参考イメージ）

〈導入の流れ〉

対象業務　
調査・分析

要件定義 
運用設計

運用設計 
開発 移行・検証 教育・稼動

●利用状況調査
●対象業務確認

●業務分析
●帳票設計
●承認経路確認

●帳票作成
●経路作成
●ユーザー登録
●運用方法設定

●データ移行
●システムテスト
●運用テスト
●他システム連携

●管理者教育
●運用サポート

※本構成は標準的な構成例です。システム構成はお客様のご要望やシステム環境を考慮し、
　H/Wのサイジングを検討し決定いたします。

競争力強化の仕組みを容易に
スピーディーに実現します。

意思決定迅速化　 業務効率化　 コスト削減　 コンプライアンス向上　 リスク管理

ワークフロー統合プラットフォーム

■このサービスへのお問い合わせは、当社ソリューション問い合わせ窓口まで

si_info@ricoh-japan.co.jp

.NET Framework 4.6.1

Windows® 8.1 / Windows® 10

1024×768ピクセル以上

1GB以上を推奨

.NET Framework 4.6.1

Internet Explorer® 11

Windows® 8.1 / Windows® 10

1024×768ピクセル以上

1GB以上を推奨

Internet Explorer® 11/Microsoft Edge®/Google ChromeTM

Windows ServerTM 2012 / Windows ServerTM 2012 R2 / Windows ServerTM 2016

IIS 8.5 / IIS 10

.NET Framework 4.6.1

SQL Server® 2014 / SQL Server® 2016 / SQL Server® 2017  

Windows ServerTM 2012 / Windows ServerTM 2012 R2 / Windows ServerTM 2016

Web

その他

その他

OS

画面解像度

メモリー

その他

ブラウザー

OS

画面解像度

メモリー

ブラウザー＊

データベース

OS

OS

クライアント（利用者）

Webサーバー

DBサーバー

クライアント（管理者）


