
POP作成でオールマイティに活用！
さまざまな業種で支持される
リコーのPOP作成支援システム
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●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。 ●機械翻訳は、一切の誤りなく翻訳することを保障するものではありません。 ●用語チェックは、一切の誤りなく用語をチェックすることを保障するもので
はありません。 ●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・制約条件など、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。
※Microsoft、Windows、Excel、Windows Server 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。 ※Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating 
System です。 ※Adobe、Adobe Illustrator および 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。 ※iOS、 iPadOS、iPhone、iPad および、Safari は、
Apple Inc.の商標です。 ※iOS は、米国およびその他の国における商標またはシスコの登録商標であり、ライセンスのもとに使用されます。 ※Google Chrome は、Google LLC.の商標です。 ※QRコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標で
す。 ※その他、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。 ※内蔵書体の著作権は、エヌアイシィ株式会社に属します。

このカタログの記載内容は、2022年11月現在のものです。 1805PH-2211＜34131562＞3/P

https://www.ricoh.co.jp/software/other/mightypop

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

単体でのご利用から複数店舗への配信まで、豊富なラインナップ

Microsoft® SQL Server™ 2014 Standard、 Microsoft SQL Server 2016 Standard  
Microsoft SQL Server 2017 Standard、 Microsoft SQL Server 2019 Standard   

iOS 14以降（iPhone）、 iPadOS 14以降（iPad） ※最新版を推奨　

Safari、 Google Chrome™ ※最新版を推奨　

OS

ブラウザー

クライアント環境
対応OS

メモリ

サーバーOS

データベース環境

モバイル端末

Windows®10  Home/Pro、 Windows®11 Home/Pro

4GB以上（推奨8GB以上）

Windows Server™ 2016 Standard、 Windows Server™ 2019 Standard　

CPU 最小1.4GHz（推奨2.0GHz以上）

■動作環境

●異サイズ面付 ●ミラー面付 ●表裏印刷 ●トンボ機能 ●印刷前プレビュー

■基本機能一覧

データ編集

印刷

●文字（横書き/縦書き/改行/マス目/均等配置/自動改行） ●図形（四角・丸・楕円・バクダン・吹き出し・線など） ●画像（透過機能）
●修飾機能（色変更・塗りつぶし・輪郭・影・グラデーション・濃度調整・カラーマッチングなど）
●バーコード機能（JANコード/QRコードなど） ●枠コピー/貼り付け ●枠順序変更/均等配置/位置揃え/反転
●グループ化/ブロック化 ●表作成 ●計算式機能 ●小数点表示 ●アンドゥ/リドゥ（対話のみ）

■基本メニュー/編集画面
●基本データ作成（カード・印刷用紙・レイアウト） ●プライスPOPデータ作成（対話・一覧）/印刷 ●告知POPデータ作成（対話）/印刷
●特売データ作成・公開・印刷 ●本部メッセージ ●マスタメンテナンス

●コード検索 ●プライスPOPデータ作成（対話・一覧）/印刷 ●告知POPデータ作成（対話）/印刷 ●特売データ編集/印刷
●モバイル連携（オプション） ●マイデータ

本部メニュー

店舗メニュー

●対話画面 ●一覧画面

編集画面

●プライスPOPはもちろん、魅力的なPOP
づくりが簡単にできます。
●すぐに使える機能が満載。デザインも多
彩なアレンジが可能です。

●本部でPOPデータを作成し、オンライン
で各店舗へ配信します。
●各店舗で売場に合わせた印刷と活用が
できます。

システムサポートの負荷軽減！ WEBタイプ1 PC単体で活用・データ管理効率化！スタンドアローンタイプ2

本部で作成＆各店舗で印刷
配送費削減とリードタイム短縮！オンライン配信タイプ3

店 舗本 部

一店舗で
シンプル活用

本部から各店舗へ
オンライン配信

店 舗

POP作成支援システム

●イントラネット環境で動作します。100店舗以上の大規模運用も可能です。
●WEBサーバーを使い本部でシステムの集中管理ができます。

店 舗本 部

複数店舗で
オンライン利用

WEBサーバー
DBサーバー

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。



売れるPOPづくりに役立つ機能が充実

柔軟な連携と拡張性

4234567890123

4234567890123

RICOH MightyPOP Vが支持される理由

手書き風や長尺、外国語対応をはじめ、多彩な表現を簡単な操作で実現します。
消費税表示の自動計算、文例集や用語チェック、翻訳機能も標準装備。

電子POP
デジタル
サイネージ

売場に合わせた多彩なデザインでお客様にアピールできるRlCOH MightyPOP V。
初めて使う方でも手軽にPOP作成できる便利な機能はもちろん、
POS連携による価格連動やスマホ連携などの優れた拡張性も用意し、
POP作成の効率アップに役立つ機能を満載しています。

●用語チェック機能
不適切な用語の使用があれば、メッセージを表示し、
適切な用語が表示されます。
※適切な用語は事前に登録が必要です。

●多言語翻訳機能
英語/中国語（簡体字/繁体字）/韓国語に対応。
よく使う文例集搭載で翻訳の手間も不要です。

●異サイズ面付
異なるサイズのデータを無駄なく1枚に印刷。
トンボ印刷にも対応しています。

●便利な印刷
ミラー形式や表裏で異なるデータの両面印刷もでき、
アピールに死角をつくりません。

ミラー形式

表裏印刷
※両面印刷対応
　プリンタのみ

デザイン＆表現 もオールマイティ！

データ取込＆管理 もオールマイティ！ 印刷機能 もオールマイティ！

文例集

配送のタイムラグ解消
店舗従業員の負担なし

広告の品

広告の品

A店

広告の品

広告の品

B店

広告の品

広告の品

C店

RICOH 
Rule Based Print

本部から各店舗に一斉印刷
本部スタッフの作業負荷軽減

RICOH MightyPOP Vは、商品データやPOS、スマートフォンなどとの連携が可能です。商品コード検索やリアルタイムの
売価連動にも対応して、作業効率を大幅アップ。ご要望に応じて柔軟に対応できるのもRICOH MightyPOP Vの強みです。

デジタルサイネージや自動振り分け印刷など、 
リコーの各種製品との連携でさらに効果的な活用ができます。リコーの各種製品との連携

デジタルサイネージで同時配信 印刷先振り分けで任意に配信・印刷 さまざまな無料素材の利用

POPデータのキーワード情報を元に自動的に印刷
先の振り分けを行います。さらに地区毎にグループ
分けすることで、地区特性に合せたPOPやチラシを
本部から各店舗に配信・印刷することができ、配送
費の削減にも貢献できます。

RICOH MightyPOP Vで作成したPOPデータを
デジタルサイネージや電子POPと連携することが
できます。

リコー ルールベイスドプリント
リコーデジタルサイネージ

連携 連携

連携
連携

基
幹
シス

テム

売

場

店舗
・棚

割
情
報

POSシス
テ
ム

本部商品マスタとPOPマスタを連携して、
商品コードやJANコードからPOP作成！

POSやストアコンピューターとの連携・参照により、
最新の販売価格をPOPに反映！

ハンディターミナルや
スマートフォンの使用により
売場でPOP作成＆印刷！

※お客様のご要望に応じて柔軟な対応が可能です。

棚割情報と連携し棚順で
一括印刷可能！

本部商品マスタ

リアルタイム売変対応で
アンマッチを防止

棚割情報

売場から印刷もできる

棚割順で印刷

プリントアウトファクトリーは、無料でご利用いただけ
る画像素材です。季節に合わせたテーマやクリップ
アート、カレンダー素材などがあり、POPデザイン作
成に活用できます。

●データ管理
作成したデータは部門やイベント単位など最大２階層で保存可能。
保存したデータの検索や並び替えができます。また表示方法も選べます。

一覧表示 イメージ表示

手書き風書体

長尺タイプ

大型サイズ
ポスター

●自動計算機能
消費税率変更時の対応が簡単！

計算機能を使って他にも
さまざまな表現ができます！

ユニットプライス計算や割引計算、
単価計算も楽らく！

10%
税率

10%への税率変更も簡単対応!

小数点以下の端数処理や0カット・
位置やサイズ変更もできます

トンボ印刷

参照

A店 B店 C店（取扱い無し）

ポイント
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リコー
デジタルサイネージ

特売データ

●データ取込

CSV PDF

AI
Adobe
Illustrator
データ

CSV・XLSX・PDF・AI形式などのデータを取り込めます。取り込んだデータ
の文字編集*も可能です。

店舗別マスタを参照し、
取扱いのない商品は印刷対象外に！

※有償の製品となります。詳細は別途お問い合わせください。

※有償の製品となります。詳細は別途お問い合わせください。

※MyRICOHへの利用登録が必要です。

※オプションの外国語フォントが必要です。

※PDF・AI形式の取り込みはオプションです。 ＊一部制限があります。

※モバイル連携はオプションです。

プリントアウトファクトリー
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●グループ化/ブロック化 ●表作成 ●計算式機能 ●小数点表示 ●アンドゥ/リドゥ（対話のみ）

■基本メニュー/編集画面
●基本データ作成（カード・印刷用紙・レイアウト） ●プライスPOPデータ作成（対話・一覧）/印刷 ●告知POPデータ作成（対話）/印刷
●特売データ作成・公開・印刷 ●本部メッセージ ●マスタメンテナンス

●コード検索 ●プライスPOPデータ作成（対話・一覧）/印刷 ●告知POPデータ作成（対話）/印刷 ●特売データ編集/印刷
●モバイル連携（オプション） ●マイデータ

本部メニュー

店舗メニュー

●対話画面 ●一覧画面

編集画面

●プライスPOPはもちろん、魅力的なPOP
づくりが簡単にできます。
●すぐに使える機能が満載。デザインも多
彩なアレンジが可能です。

●本部でPOPデータを作成し、オンライン
で各店舗へ配信します。
●各店舗で売場に合わせた印刷と活用が
できます。

システムサポートの負荷軽減！ WEBタイプ1 PC単体で活用・データ管理効率化！スタンドアローンタイプ2

本部で作成＆各店舗で印刷
配送費削減とリードタイム短縮！オンライン配信タイプ3

店 舗本 部

一店舗で
シンプル活用

本部から各店舗へ
オンライン配信

店 舗

POP作成支援システム

●イントラネット環境で動作します。100店舗以上の大規模運用も可能です。
●WEBサーバーを使い本部でシステムの集中管理ができます。

店 舗本 部

複数店舗で
オンライン利用

WEBサーバー
DBサーバー

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。


