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サービス

法人向けクラウドストレージサービス

クラウド上で、

文書を安全に共有、

効率的に管理。



文書管理クライアントにクラウドの機能をプラスし、
安全かつ効率的な文書共有を可能にします。

Ridoc Easy Sharing サービスは、Ridoc Desk Navigator V4をユーザーインターフェースとし、

ファイル保管・ファイル共有・企業間でのファイル交換を可能にする

法人向けクラウドストレージサービスです。
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社内でのファイル共有 /外出先からの閲覧

社内文書を保管

パスワードやメールアドレスによる制限によりファイル交換を行なうゲストユーザーを限定することで、
セキュリティー面で安心して使用できます。また、ゲストユーザーが文書をダウンロードした際に、
一般ユーザーにメール通知することもできます。

社内のユーザー間において、Ridoc Desk Navigator V4で編集した内容やバインドした状態を
維持したまま、ファイルを保存・共有できます。
また外出先で、個人フォルダーや共有フォルダーに保存したファイルをパソコンやタブレット＊、
スマートフォン＊等のブラウザーから閲覧できます。
＊Androidは、ブラウザー対応可能。iOSの場合は、無償アプリ「Ridoc Clear Book」を使用することで閲覧できます。

社内文書をRidoc Easy Sharing サービスの個人フォルダーにコピーしておくことで、
文書のバックアップ（BCP対策）として利用できます。
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一般ユーザー

ファイルの暗号化
ウイルス検査
アクセス権限

セキュリティー

主な機能・特徴
Ridoc Desk Navigator V4のユーザーインターフェースを使用

高セキュリティーで安心・安全

管理者機能 ‒ 操作ログのダウンロード

Ridoc Desk Navigator V4の持つ、複数文書のバインド、スタンプ押印、
付せん貼付などの文書管理機能を組み合わせて利用できます。

Ridoc Easy Sharing サービスへのファイルの登録時にはウイルス
チェックを行なうとともに、ファイルは暗号化して保管されます。ゲスト
共有時に発行するパスワードでアクセス制御することで、安心して社外
のゲストユーザーとファイル共有・交換が可能です。

管理者は最大13ヶ月分の操作ログを
取得でき、社内外に周知しておくことに
よる牽制や、インシデント発生時の追跡
などに利用できます。

※共有期限を過ぎるとゲスト共有が自動的に解除されますが、ゲスト共有していた文書・フォルダー自体は削
除されません。

● ゲストユーザーと文書の送受信が可能

● メール通知機能

● メールアドレス認証（ワンタイムパスワード発行）

● 公開期限を設定可能

ゲスト共有では、専用IDを所有していないゲストユーザーに文書や
ダウンロード専用フォルダーを公開して共有するだけでなく、アップ
ロード専用フォルダーを公開することによってゲストユーザーから
文書を受け取ることも可能です。

ゲスト共有した文書・フォルダーがゲストユーザーによってダウンロー
ド・アップロードされた際に、メールで通知を受け取ることができます。

メールアドレスでゲストユーザーを特定し、ワンタイムパスワードに
よる認証を行なうことで、ゲストユーザーのなりすましを防ぐことが
できます。

ゲスト共有する期限を設定することで、公開文書の放置を抑止する
ことができます。

● 文書操作ログ  ‥‥‥‥‥‥管理者・一般ユーザーによる文書・フォルダー操作
● ログインログ  ‥‥‥‥‥‥管理者・一般ユーザーによるログイン、ログインエラー
● ゲスト共有操作ログ  ‥‥‥管理者・一般ユーザーによる文書・フォルダーのゲスト共有操作
● ゲストログインログ  ‥‥‥ゲストユーザーによるログイン、ログインエラー
● ゲスト文書操作ログ  ‥‥‥ゲストユーザーによるファイルダウンロード、アップロード

● クリップ・バインド機能
● Ridoc Auto Documentリンク機能
● 付せん機能

● サムネール表示（簡単ビューア機能）
● スタンプ機能
● ビューア機能
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※共有URLのお知らせ

Ridoc 
Easy Sharing 
サービス

ワンタイムパスワードを送信するメールアドレスを特定し、セキュリティーを強化
できます。

ゲストユーザーは、Ridoc Easy Sharing サービスの専用IDがなくても、文書
のダウンロードやアップロードが可能です。



機能 内容

文書

操作 登録、移動、コピー、削除（ごみ箱に移動、復元可能）
表示（ビューア/簡易ビューア/アプリケーション）

Ridoc文書操作
プロパティの確認、変更
セクションの追加、削除、順序変更、名前変更
結合、分解
付せんの貼付、編集、削除

検索 文書名

出力
印刷、ファイル書き出し
ファクス送信、メール送信
Ridoc Smart Navigator V2受信サーバーへの配信
Ridoc Clear Bookへ出力

ウイルスチェック 文書の登録時に実施
暗号化 文書の登録時に実施

フォルダー
操作 作成、移動、コピー、削除（ごみ箱に移動、復元可能）

プロパティ表示
アクセス権 読み取り/更新/フルコントロール/アクセス権なし

ゲスト共有

共有単位
ゲストがアップロード可能なフォルダー
ゲストがダウンロード可能なフォルダー
ゲストがダウンロード可能な文書

認証方式 ゲスト共有パスワード認証
メールアドレス認証（ワンタイムパスワード発行）

共有オプション

共有期限
ゲストがアップロードする画面でのフォルダー内ファイルを表示する/しない
ダウンロード/アップロードされたときにメールで通知する/しない
コメント（ゲストがログインした後の画面に表示）
ゲスト共有URLをメール送信する際にメーラーを自動起動

表示 アップロードされたファイルのサムネール表示
ゲスト共有一覧の表示

ユーザー管理
メールアドレスを３つまで設定可能
仮パスワードの再発行
アカウントの利用停止/利用再開/ロック解除

フォルダー管理 共有フォルダーの上限容量、アクセス権、ゲスト共有許可する/しない
個人フォルダーの上限容量、ゲスト共有許可する/しない

操作ログ 操作ログのダウンロード（過去13ヶ月分）

アカウント設定
パスワードポリシー パスワード長/有効期間/複雑さ/アカウントロックのしきい値/ロック期間
アクセス許可範囲 IPアドレス、IPアドレス範囲

ゲスト共有設定

認証方式 ゲスト共有パスワード認証、メールアドレス認証の、両方またはどちらか

共有オプション
ゲスト共有期限に無期限を許可する/しない
ダウンロード/アップロード通知メールを、常に送信する/ユーザーに選択させる
アップロード可のフォルダー内のファイルを、常に表示しない/ユーザーに選択させる

パスワードポリシー パスワード長/複雑さ/自動停止のしきい値

メール設定
可変項目 送信者、メールアドレス
容量通知タイミング 月に１回通知/残容量が設定値以下になったら通知/通知しない
ひな形編集 ゲスト共有URL通知メール（件名、本文）

その他設定 テナント表示名
ごみ箱に移動した文書・フォルダーが自動削除されるまでの日数

機能概要

Ridoc Easy Sharing サービスの主な仕様

価格表
● 基本メニュー

商品名 品種コード 標準価格
Ridoc Easy Sharing サービス年額契約 307904 11,760円/年・1ID
Ridoc Easy Sharing サービス年額契約5IDパック 307905 38,400円/年・5ID

年額契約

※契約期間中にIDを追加したい場合は販売担当者にご相談ください。

※1IDにつき1GBの容量を付与（5IDパックの場合は5GB）
※Ridoc Easy Sharing サービスをご購入いただくと、ID契約数と同数のRidoc Desk Navigator V4の利用権が付与

されます。

（消費税別）

● オプション

商品名 品種コード 標準価格
Ridoc Easy Sharing サービス月額10GBアップグレード — 400円/月
Ridoc Easy Sharing サービス月額50GBアップグレード — 1,900円/月
Ridoc Easy Sharing サービス月額100GBアップグレード — 3,600円/月

月額契約 （消費税別）

項目 推奨値
共有フォルダー数 100フォルダー以下 / 1テナント
個人フォルダー数 100フォルダー以下 / 1テナント
アカウント数 100アカウント以下 / 1テナント
文書数 100,000文書以下 / 1テナント
サブフォルダー数 100サブフォルダー以下 / 1フォルダー
文書数 5,000文書以下 / 1フォルダー
ゲスト共有数 100共有以下 / 1テナント
セクション数 100セクション以下 / 1文書
データサイズ＊ 10MB以下 / 1セクション
フォルダー階層 個人フォルダーや共有フォルダーを1階層目として255階層まで

ご利用時の推奨値

＊ データサイズの推奨値は10MBまでですが、文書の登録・移動・コピー・削除では、最大4GBまでのデータサイズのファ
イルを扱えます。それ以外の文書操作（表示・更新・整理・印刷・出力など）では、最大100MBまでのデータサイズのファ
イルを扱えます。

商品名 品種コード 標準価格
Ridoc Easy Sharing サービス月額契約 — 980円/月・1ID
Ridoc Easy Sharing サービス月額契約5IDパック — 3,200円/月・5ID

月額契約 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
Ridoc Easy Sharing サービス年額10GBアップグレード 307906 4,800円/年
Ridoc Easy Sharing サービス年額50GBアップグレード 307907 22,800円/年
Ridoc Easy Sharing サービス年額100GBアップグレード 307908 43,200円/年

年額契約

※契約期間中に容量オプションを追加したい場合は販売担当者にご相談ください。

（消費税別）

※サービスのお申し込み後、ご利用開始までに数日かかる場合があります。※Ridoc Easy Sharing サービスのご契約
を終了されると、Ridoc Desk Navigator V4の利用権も失効します。※本サービスを利用して行なった業務上の運用
結果については、一切その責任を負えません。※ご利用環境やシステム利用状況により、データのアップロードやダウ
ンロードに時間がかかる場合があります。※Microsoft、Windows、Internet Explorerおよび、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。※Google Chrome、AndroidはGoogle Inc.の商標です。※Mac、
Safari、iPad、iPhoneは、Apple Inc.の登録商標です。※iOSの商標または登録商標は、Ciscoの米国およびその他の
国のライセンスに基づき使用されています。※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用され
ています。※JavaScriptは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標
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。
⃝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。
■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。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。

動作環境
● 管理者
Ridoc Easy Sharing サービスの管理機能をご利用いただくには、以下の環境が必要です。
ブラウザー Windows®版 Microsoft® Internet Explorer® 11、Microsoft Edge®、Google ChromeTM

パソコン
Windows®版 Microsoft® Internet Explorer® 11、Microsoft Edge®、Google ChromeTM

Mac版 Safari 9/Safari 10/Safari 11/Safari 12
iPhone＊

iOS 9 Safari、iOS 10 Safari、iOS 11 Safari、iOS 12 Safari
iPad＊

Android™ スマートフォン＊ Google Chrome™（Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0）
Android タブレット＊ Google Chrome™（Android 5.0/6.0/7.0/8.0）

※対応OSはWindows®のみです。Windows®のバージョンは、お使いのブラウザーの必要要件に従います。
※ブラウザーの設定でJavaScript、Cookieを無効にしている場合は、管理機能を利用できません。

アプリケーション Ridoc Desk Navigator Version 4.3以降

パソコン Windows®版 Microsoft® Internet Explorer® 11、Microsoft Edge®、Google ChromeTM

Android™ スマートフォン Google Chrome™（Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0）
Android タブレット Google Chrome™（Android 5.0/6.0/7.0/8.0）

● 一般ユーザー
Ridoc Easy Sharing サービスの利用者機能をご利用いただくには、以下の環境が必要です。

文書を閲覧する際の動作を確認しているブラウザーは以下の通りです。

＊ ゲスト画面のみで利用できます。
※Windows®のバージョンは、お使いのブラウザーの必要要件に従います。※ブラウザーの設定でJavaScript、
Cookieを無効にしている場合は、ゲストユーザー機能を利用できません。※スマートフォンやタブレットでは、オンラ
インストレージのファイルをゲスト共有フォルダーに直接アップロードすることはできません。

※Ridoc Desk Navigator V4の動作環境についてはこちらのページをご参照ください。
　（http://www.ricoh.co.jp/ridoc_ds/rds/rdnavi4/）

● ゲストユーザー
ゲスト共有の動作を確認しているブラウザーは以下の通りです。

※Ridoc Desk Navigator V4の導入については、別途Ridoc Desk Navigator V4の導入メニューが必要です。

● 導入メニュー
商品名 品種コード 標準価格

Ridoc Easy Sharing サービスV1.0 導入バリューパック 309752 11,000円

（消費税別）

● 保守メニュー
商品名 品種コード 標準価格

Ridoc Desk Navigator V4 テレフォンサポート
Ridoc Easy Sharing サービス用 自動更新 301890 10,000円

（消費税別）

トライアル IDのお申し込み（無償）
Ridoc Easy Sharingサービスをご検討のお客様向けに、無償利用可能なトライアルIDを発行いたします。
詳しくはホームページをご確認ください。

http://www.ricoh.co.jp/software/dm/
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。

●お問い合わせ・ご用命は・・・

1611PH-1910＜34131561＞7/PこのカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

0120-892-111

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

このカタログの記載内容は、2019年10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。
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