リコー製造業実践ソリューション

RICOH

らくらくKAIZEN
サービス

工場内の問題をスマホで改善

現 場 のスマートデバイスから、
業 務 改 善 が 楽々。

リコーは、お客様の製造現場のデジタル化を進めるサービスをスタートします。
製造現場の従業員が身に着けているスマートデバイスで撮影し、改善すべき項目を簡単報告。
管理者はすばやく改善対策を指示、現場はすぐに対応。
現場のデータを「取得」、
「 蓄積」、
「 活用」
して、
いつでも、だれでも、驚くほど短時間に効率良く改善活動が行なえます。
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デジタルマニュファクチャリングが現場を変える。
デジタル技術を駆使して

製造現場の改革に必要なデータを
「取得」。

それらをクラウド上に
し、
「蓄積」

分析・改善に
「活用」することで生産性アップをめざします。

1

取得する

デジタルマニュファクチャリング

3 つのステップ

3

活用する

デ ータ

2

蓄積する

製 造 現 場 のデジタル 化で働き方を変 革 、現 場マネージメントはもっと効 率 的に。
POINT

1

スマートデバイスを使って
文書作成が楽々

POINT

2

メール通知で
業務フローの自動化

POINT

3

PCがなくても
保存文書をカンタン出力

例 え ば 安 全 衛 生 巡 視 の 改 善 依 頼 な ら、

スマートデバイスから文書投稿時にメール

優れた改善事例などを、スマートデバイス

気づいた人がスマートデバイスで写真を

通知することができます。また、改善報告

を 使 っ て プ リ ン タ ー か ら 出 力 で き ま す。

撮って、その場でアプリから文書をクラウド

されるまでリマインダーを通知することが

PC を持っていない現場の派遣社員などに

へアップするだけ。改善項目をリアルタイム

できます。このような業務フローの自動化

も、簡単に情報共有が可能です。

に共有できます。

によりマネージメントを効率化できます。

安全衛生巡視の場合
依頼者（現場）

現場で気づいた事実をスマホで撮影、

是正依頼をクラウド上に登録します。
文章は音声入力でも登録できます。

※登録されると対策者（現場）
にメール通知されます。

対策者（現場）

対策者（現場）

メールを受信し、クラウドで是正依頼の内容を確認して改善対策を検討します。

改善対策を実施し、結果をクラウド
上に登録。自席に戻らず報告出来る

現場管理者

ので、現場での業務が効率的になり

是正依頼の内容と改善対策の進捗状況をクラウド上のリストで確認できます。

ます。

※改善報告がされていない場合は、対策者（現場）に自動でリマインド通知されます。

スマホで是正依頼

PC で進捗確認

是正依頼

スマホで改善報告

改善報告

電 源コンセントの
電圧がわかるように
して下さい。

電圧表示のシール
を貼りました。

リコー生産部門での実践結果とその効果

リコー東北事業所の全社安全衛生パトロール活用

本アプリの活用により、問題発生から登録までが10%以下へ、対策実施から効果確認まで1週間に短縮できました。

導入前

180 分
（登録時間）

導入後

❶ 現場で用紙に記入

❷ デジタルカメラで撮影

❸ 居室で PC へ取り込み
文書を転記

対策実施・フォロー期間：1か月
❶ 対策検討、実施 ❷ 効果確認、結果撮影 ❸ PCに取り込み文書を転記

10 分
（登録時間）

❶ スマホ入力・撮影

❷ クラウドへ登録

❸ 関係者に連絡

対策実施・フォロー期間：1週間
❶ 対策検討、実施 ❷ 効果確認 ❸ 結果をスマホに登録

現場の様々な安全・品質マネージメントに対応するサンプル文書テンプレートをご用意
アプリケーションの中でテンプレートを選択できます。テンプレートの変更もできます。
⃝安全衛生巡視
⃝ヒヤリハット
⃝改善提案
⃝工程内検査

（品質記録）

⃝出荷検査

スマートデバイスから是正依頼や改善報告をアップ。

自動で文書が作成されるので、指摘から是正までをスピーディーに社員と共有できます。
事故につながりかねない事象をスマートデバイスから報告できます。
発生場所や原因とともに写真も簡単にクラウドで共有可能です。
現場で気づいた改善内容をスマートデバイスからさっと提案。

「いいね」
「すごくいいね」
のアクションボタンを活用して、
自主的に改善提案が行なわれるようになります。
打痕・キズ等の NG 部品を簡単に登録できます。

クラウドでリアルタイムに集計でき、工程や加工機の傾向を可視化して分析可能です。
スマートデバイスから出荷検査の記録を入力し、クラウドで共有できます。
検査用紙を電子化する手間が省け、現場の負担軽減につながります。
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RICOH らくらく KAIZEN サービスとは
RICOH らくらく KAIZEN サービスは、スマートデバイスを活用して生産現場の状況報告などの業務効率化を支援するツールです。このツールを
使用すると、スマートデバイスで撮影した写真や登録内容を簡単にすぐクラウド上に保存し、共有することができます。従来行っていた写真の取り込み
や記録内容の転記作業は必要ありません。安全衛生巡視業務をはじめ、様々な業務で利用できます。

RICOH らくらくKAIZENサービスは３つのシステムで構成されます
❶RICOH らくらくKAIZENサービス アプリ
（スマートデバイス）

RICOH らくらくKAIZEN サービス クラウド

文書テンプレートに基づいて項目の入力や写真撮影を行い、

（リコークラウドサービス）

文書を投稿できるスマートデバイスのアプリです。
❷RICOH らくらくKAIZENサービス 管理サイト

管理サイト
（各種設定）

文書テンプレート作成などRICOH らくらくKAIZENサービスの

ユーザーサイト
（文書一覧）

各種設定ができるWebサイトです。
パソコンのWebブラウザーからアクセスできます。
❸RICOH らくらくKAIZENサービス ユーザーサイト

❶文書テンプレートの登録

❷文書テンプレートの表示

オフィス

現場

❸文書の投稿

スマートデバイスから投稿された文書を共有できるWebサイトです。
Webブラウザーからアクセスできます。
■動作環境・Webブラウザー（以下のブラウザーの最新バージョンに対応しています。）

Microsoft® Edge（Windows® 10 64bit）、Google Chrome（Windows® 10 64bit）、
Mozilla Firefox®（Windows® 10 64bit）、Safari（MacOS X）

撮影や文書を入力して業務報告

文書テンプレートの作成

■スマートデバイス仕様 Android™：8.0以上（推奨メモリー：4GB以上）、iOS：13以上

※RICOH らくらくKAIZENサービスのモバイルアプリから印刷機能を使用する場合は、
「RICOH ProductiveSuite」
をインストールする必要があります。

■対応言語

文書テンプレートに基づいて写真

スマートデバイスアプリ

日本語

RICOH らくらく KAIZEN サービス 料金 （サブスクリプション契約となります。）
月額契約

年額契約
商品名

標準価格

備考

5,000円/契約

テナント単位、契約時のみ

RICOH らくらくKAIZENサービス スタンダード利用料 月額契約

500円/ID・月

契約単位：5 ID

RICOH らくらくKAIZENサービス スタンダード利用料 年額契約

RICOH らくらくKAIZENサービス 基本料金（10GB）月額契約

5,000円/月

テナント単位

RICOH らくらくKAIZENサービス 基本料金（10GB）年額契約

60,000円/年

テナント単位

RICOH らくらくKAIZENサービス 基本料金（50GB）月額契約

10,000円/月

テナント単位

RICOH らくらくKAIZENサービス 基本料金（50GB）年額契約

120,000円/年

テナント単位

RICOH らくらくKAIZENサービス 基本料金（300GB）月額契約

25,000円/月

テナント単位

RICOH らくらくKAIZENサービス 基本料金（300GB）年額契約

300,000円/年

テナント単位

RICOH らくらくKAIZENサービス 基本料金（1TB）月額契約

60,000円/月

テナント単位

RICOH らくらくKAIZENサービス 基本料金（1TB）年額契約

720,000円/年

テナント単位

RICOH らくらくKAIZENサービス スタートパック

商品名
RICOH らくらくKAIZENサービス スタートパック

標準価格

備考

5,000円/契約

テナント単位、契約時のみ

6,000円/ID・年

契約単位：5 ID

※年額契約の更新時以外でのID数の増減や基本料金のプラン変更は行えません。
※契約は自動更新となります。

※契約は自動更新となります。

■お客様へのご留意事項

本書の内容に関しては、
将来予告なしに変更することがあります。
本製品の故障による損害、
文書やデータの消失による損害、
その他本製品および使用説明書の使用または使用不能により生じた損害については、
法令上賠償責任が認められる場合を除き、
当社
は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
大切な文書やデータは、
コピー
（複製）
をとってください。
お客様が操作をミスした場合、
あるいは本製品に異常が生じた場合、
文書やデータが消失することがあります。
また、
コンピューターウイルス、
ワーム、
その他の有害なソフトウエア等に対する予防措置は、
お客様の責任で講じてください。本製品および使用説明書を運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、
アイホン株式会社のライセンスに基づき
AndroidはGoogle LLCの商標です。iOS®は、米国およびその他の国におけるCisco社の登録商標です。iPhone、iPad、OS X、
使用されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
Google Chrome、
Google Playは、
Google LLCの商標です。Mozilla、
Firefoxの名称およびそのロゴは、
米国Mozilla Foundation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。Microsoft、Windows、Windows Server、
Edge、Excel、Internet Explorer、
Office 365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。QRコードは
（株）
デンソーウェーブの登録商標です。
その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。本書の説明および所有者の権利のために使用されます。
この使用によって所有者の権利を侵害するものではありません。

RICOH Industrial Solution Gallery 東京・名古屋
「Industrial Solution Gallery」は、
リコーグループで開発・実践されている
産業ソリューション商品の体感やリコーの技術者によるお客様のご相談を承っています。
是非、
お気軽にお越しください。

東京都港区芝3-8-2 〒105-8503

●お問い合わせ・ご用命は・・・

本件に関するご相談・お問合せ先はこちらまでお願いいたします。

rjseizou@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、2021年3月現在のものです。
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