クラウド型 AI（ 人工知能）帳票認識 OCR
ソリューション

RICOH
Cloud OCR
for 納品書

納品書の処理をAI（人工知能）＋OCRがサポート！
仕入情報の入力業務の負担を減らす、

リコーのクラウド型OCRソリューション
「RICOH Cloud OCR for 納品書」は、
紙の納品書を文字データ化するクラウド型AI帳票認識OCRソリューションです。
リコー 独自の 帳 票 解 析 技 術と画 像 処 理 技 術を搭 載した A（
I 人 工 知 能 ）が 、
事前の帳票を定義せず納品書に記載された納品日、
仕入元企業名、
商品コード、
商品名、
数量、
金額などの
情報を自動認識し一括データ化。
さらに、
リコーのアウトソーシングが人の目による確認作業を行ない、
より精度の高い納品書処理を実現します。
また、クラウド型ソリューションなので、働く場所を選ばずに業務を実施することが可能です。
納品書の処理業務を大きく改善し、人手不足の解消やコストの削減に貢献します。
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紙の納品書をスキャンして生成したPDFファイルから、
納品書に書かれている納品日、仕入元企業名、商品コード、商品名、数量、金額などを
A（
I 人 工 知能 ）が自動 抽出。さらに高 度なデータ化を実現したい 場 合は、
人の目による確認サービス（BPOサービス）をお選びいただけます。
抽出された結果は、CSV出力ができ、他のシステムで取り込めるようになります。

仕入管理システム等

＊1 FUJITSU Image Scanner ﬁ-7160 RICOH Editionから自動的にアップロードするには、パソコンに「RICOHクラウド ファイルアップローダー」を設定しておく必要があります。
＊2 BPOサービス（ビジネス・プロセス・アウトソーシング・サービス）OCR結果の確認・修正をリコーがサポートするアウトソーシングサービスです。

Solu t ion
入 力作業の
効 率アップ

納品書は仕入先ごとに形式が異なる

ため、仕入管理ソフトへのデータ入力
に膨大な時間がかかる。

納品書に記載された情報をAIが自動
抽出することで、
手入力の作業を効率化。
業務時間の削減も実現できます。

業務を簡略 化

電子で一元管理

担当者
不在

納品書の処理業務を担当者の経験に
頼っているため、
別の担当者を割り当てる
ことが難しい。
入力担当者が外出していたり在宅勤務
のときに、
業務が滞ってしまう。

一度入力したマスター情報はAI が学習
するため、業務運用を簡略化することが
できます。
また、
クラウド型サービスなので、
働く場所を選びません。働き方の幅を
広げるのはもちろん、
災害などの有事の
ときにもテレワークに対応できます。

紙で届く納品書を長期保管しなければ
ならないため、
過去文書の検索に時間
がかかっていた。
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電子帳簿保存法のスキャナ保存・電子
取引要件を採用しているため、
システム
内に保存することで電子での一元管理
が 可能。過去の納品書を探す手間も
削減できます。

Point
納品書の記載情報を
AI（ 人工知能）で自動抽出
納品書のフォーマットは企業によって千差万別。

RICOH Cloud OCR for 納品書のAI技術は、
納品書のフォーマットが変わっても、納品書に

記載された情報を自動的に抽出します。

マスターによる入力補助
お使いの商品マスター・仕入先マスターをイン

ポートすることで、
OCRアプリ内で商品コード・
仕入先コードの入力が可能。
また、
AI
（人工知

能）
が入力したマスター情報を学習することで、
入力の工数を削減できます。

電帳法改正後に対応した
電子保存が可能！＊
2022年1月改定後の電子帳簿保存法に対応した
保存方式を採用しております。
紙や電子
（PDF）
で
届く書類を一元保存します。電子保存した書類
データは、同じシステム内で閲覧検索が可能に
なるので自席で原本確認が可能となります。
※電子保存オプションは有償メニューとなります。
＊ 2022年1月改正後の要件に対応しております
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簡単操作で入力業務の負担を軽減

安心のサポート体制

紙の納品書をクラウドにアップロードするだけ

専任のサポートスタッフが 運 用上のお困り

BPO サービスで は、AI による OCR 処 理に

減らします。
また、
複合機やスキャナー・PCなど、

ご利用いただけます。

したデータの精度をより一層高め、
深刻化する

で簡単にデータ化。
入力業務の負担を大幅に

アップロード方法はお客様で選択可能です。

ごとやお問い合わせに対応するので、
安心して

「人の目」によるBPO サービス
加え、人の目で確認・修正を実施。OCR 処理
人手不足に対応します。

「RICOH Cloud OCR for 納品書」の主な仕様
■帳票条件
機能

帳票入力

仕様

対象帳票

納品書

ファイル入力

＊1
PDF（バージョン1.4以降）

画像タイプ

フルカラー＊2、白黒 、グレースケール

画像解像度

200dpi、300dpi ＊2、400dpi、600dpi

画像補正

天地補正、傾き
（スキュー）補正

帳票認識

活字

漢字、ひらがな、英大文字、英小文字、数字、全角カタカナ、半角カタカナ、記号

データ出力

出力ファイル形式

手書き

.csv、.txt
PCA商管DX、蔵奉行 ® i10、蔵奉行® i11、蔵奉行 ® クラウド、SMILE V 販売、SMILE V Air 販売、販売大臣® N、弥生販売、ＩＢＥＸ出納帳 ®、
いい物件Square、Ａｌａｄｄｉｎ Ｏｆｆｉｃｅ、スーパーカクテルＣｏｒｅ

連携実績のある仕入管理ソフト・販売管理ソフト
＊1 1ファイルの容量は 50MBまで ＊2 推奨設定

■動作環境
OS

Windows ® 8.1（32/64bit）/ Enterprise（32/64bit）/ Professional（32/64bit）
Windows ® 10（32/64bit）/ Enterprise（32/64bit）/ Professional（32/64bit）/ Education（32/64bit）

CPU

Intel ® CoreTM i3 (Ivy Bridge)2.5GHz相当以上

メモリー容量

512MB以上の空き容量

ハードディスク容量

512MB以上の空き容量

対応ブラウザー

Google Chrome™、Mozilla Firefox ®、Microsoft Edge ®

※クライアントで使用するディスプレイの推奨解像度は1,280×800ピクセル以上

■リコー複合機対応機種

（2022 年 8月現在）

フルカラー複合機

RICOH I M C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300
RICOH MP C8003/C6503/C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504/C307/C306
RICOH MP C4504RC/C3004EC

モノクロ複合機

RICOH IM 9000/8000/7000/430F
RICOH IM 6000/6000F/5000/5000F/4000/4000F/3500/3500F/2500/2500F
RICOH MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/2555

モノクロプリンター複合機

RICOH IP 500SF

オンデマンドプリンティング

RICOH Pro C5310/C5300

カラースキャナー

FUJITSU Image Scanner fi-7160 RICOH Edition＊2

Pro C5210/C5200＊1

＊1 MultiLink-Panel タイプ S6 が必要となります。 ＊2 自動的にアップロードするには、
パソコンに
「RICOHクラウド ファイルアップローダー」
を設定しておく必要があります。

■価格表

納品書の処理枚数や、
納品書処理業務の負荷状況に合わせてご利用ください。
月額制なので、
ご利用状況に合わせてコースの変更が可能です。

月額

（消費税別）

商品名

価格

超過分価格

電 子 保 存 オプション

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額 100 枚コース

15,000 円 / 月

101 枚目〜

150 円 / 枚

1,000 円 / 月

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額 200 枚コース

25,000 円 / 月

201 枚目〜

125 円 / 枚

2,000 円 / 月

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額 500 枚コース

50,000 円 / 月

501 枚目〜

100 円 / 枚

5,000 円 / 月

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額 100 枚コース +BPO サービス

30,000 円 / 月

101 枚目〜

300 円 / 枚

1,000 円 / 月

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額 200 枚コース +BPO サービス

50,000 円 / 月

201 枚目〜

250 円 / 枚

2,000 円 / 月

RICOH Cloud OCR for 納品書 月額 500 枚コース +BPO サービス

100,000 円 / 月

501 枚目〜

200 円 / 枚

5,000 円 / 月

※導入 / 設定費用については販売担当者にご確認ください。

年額

（消費税別）

商品名

価格

超過分価格

RICOH Cloud OCR for 納品書 年額 100 枚コース +BPO サービス

360,000 円 / 年

101 枚目〜

300 円 / 枚

RICOH Cloud OCR for 納品書 年額 200 枚コース +BPO サービス

600,000 円 / 年

201 枚目〜

250 円 / 枚

RICOH Cloud OCR for 納品書 年額 500 枚コース +BPO サービス

1,200,000 円 / 年

501 枚目〜

200 円 / 枚

※コースの基本使用料のみが年額となります。
月の契約コース枚数を超えた場合は月額にて超過料金が発生いたします。 ※導入 / 設定費用については販売担当者にご確認ください。
※Windows、Microsoft Edge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。※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating System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。※Google ChromeはGoogle Inc.の商標です。※IntelおよびIntel Coreは、アメリカ合衆国およびまたはその他の国におけるIntel Corporation
の商標です。※FirefoxはMozilla Foundationの登録商標です。※FieryはElectronics for Imaging, Inc. の商標です。※ PCAは、ピー・シー・エー株式会社の登録商標です。※蔵奉行は、株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)の
登録商標または商標です。※その他の会社名および製品名は、それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。※弥生販売は、弥生株式会社の登録商標です。※スーパーカクテルCoreは、株式会社内田洋行の登録商標です。
●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。販売担当者にお確かめください。●価格・納期・保守サービスにつきましては、販売担当者におたずねください。※詳しい機能・仕様・制約条件等については、
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。この印刷物に掲載の全商品の
価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

●お問い合わせ・ご用命は・
・
・

https://www.ricoh.co.jp/service/cloud-ocr/delivery-slip
サポートセンター対応窓口及び時間
●対応窓口：リコー Cloud OCR サポートセンター
●受付時間：月曜日〜金曜日 9:00〜12:00、13:00〜17:00（祝祭日および当社夏期・年末年始休暇期間を除く）
●メールアドレス：zjc_cloudocr.support@jp.ricoh.com

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、2022年9月現在のものです。
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