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このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

働き方をさらにスマートにする、おすすめアプリケーション

※最新のEDWアプリケーションは、弊社ホームページでご確認ください。
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RICOH
カンタンファクス仕分け
for Cloud
外出先でファクス文書を
簡単・手軽に確認でき、働き方改革！
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べんりでセキュアなプリント環境を実現し
働き方をスマートにする、ワンパッケージです。

もっと自由に

手間をかけず

印刷環境向上・統合管理ソリューション

RICOH
カンタンセキュア
プリント for Cloud

安心して

すぐにどこでも

商品名
RICOH クラウドアプリケーション スタートパック

RICOH カンタンセキュアプリント for Cloud 月額契約

RICOH カンタンセキュアプリント for Cloud インストールキット

RICOH カンタンセキュアプリントfor Cloud 月額契約(AE2連携モデル)

RICOH カンタンセキュアプリントfor Cloud インストールキット(AE2連携モデル)

5,000円/1契約      

2,000円/1デバイス

1,500円/1デバイス

1,500円/1デバイス

1,500円/1デバイス

標準価格品種コード

■RICOH カンタンセキュアプリント for Cloud 価格一覧■RICOH カンタンセキュアプリント for Cloud 価格一覧
〈月額〉

■動作環境・主な仕様■動作環境・主な仕様

（消費税別）（消費税別）

商品名
RICOH クラウドアプリケーション スタートパック

RICOH カンタンセキュアプリント for Cloud 年額契約

RICOH カンタンセキュアプリント for Cloud インストールキット

RICOH カンタンセキュアプリントfor Cloud 年額契約(AE2連携モデル)

RICOH カンタンセキュアプリントfor Cloud インストールキット(AE2連携モデル)

5,000円/1契約      

24,000円/1デバイス

1,500円/1デバイス

18,000円/1デバイス

1,500円/1デバイス

標準価格品種コード
〈年額〉 （消費税別）（消費税別）

312982

313388

313387

440420

440402

312982

313389

313387

440421

440402

※スタートパックとインストールキットは、必ず併せてご購入ください。  ※AE2連携モデルは個人認証システムAE2またはカンタン私書箱プリントAE2またはドキュメントセキュリティセットと同時に利用いただくことが前提の契約となります。

※スタートパックとインストールキットは、必ず併せてご購入ください。 ※AE2連携モデルは個人認証システムAE2またはカンタン私書箱プリントAE2またはドキュメントセキュリティセットと同時に利用いただくことが前提の契約となります。

主な仕様／複合機対応機種については、弊社HPを参照ください。

機器台数に応じた月/年単位の定額制で、気軽にご利用可能
最新版のクラウドサービスを低コストで継続活用いただけます。



プリント環境をべんり・セキュアに変え、仕事を変えたい。

でも、ひとつひとつのことに手間やコストをかけられない。

そんなお客様におすすめする、4つの機能のパッケージです。

リコー複合機による様々なクラウド活用を統合し

あなたの働き方をもっと快適に、もっとスマートに進化させます。
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でも、ひとつひとつのことに手間やコストをかけられない。

そんなお客様におすすめする、4つの機能のパッケージです。

リコー複合機による様々なクラウド活用を統合し

あなたの働き方をもっと快適に、もっとスマートに進化させます。

プリントの
場所を

もっと自由に
出先の事務所での会議中などに

急にプリントが必要になることがある。
そんな時、デバイス内のデータを
その場ですぐにプリントできると
働き方が、もっと自由になる。

出先の事務所での会議中などに
急にプリントが必要になることがある。
そんな時、デバイス内のデータを
その場ですぐにプリントできると
働き方が、もっと自由になる。

重要文書の
プリントを

安心して
重要文書をプリントする時

自分が取りに行くまで出力されないから
人に見られたりする心配がない。

そんなことに神経を使わずにすむので
ストレスなく仕事が進められる。

重要文書をプリントする時
自分が取りに行くまで出力されないから
人に見られたりする心配がない。

そんなことに神経を使わずにすむので
ストレスなく仕事が進められる。

機器の
状況確認を

すぐにどこでも
どこからでも全部の複合機の状況を

リアルタイムで確認し
何かあればすぐに手を打てる。

だからみんなの仕事がスムーズになる。
もちろん、自分の仕事もね。

どこからでも全部の複合機の状況を
リアルタイムで確認し

何かあればすぐに手を打てる。
だからみんなの仕事がスムーズになる。

もちろん、自分の仕事もね。

利用状況の
見える化を

手間をかけず
だれがどんな風に複合機を使っているのか
何もしなくてもわかるから、もっといい
使い方を考えて、働き方を変えられる。
これで会社の仕事がどんどん
はかどるようになるね。

だれがどんな風に複合機を使っているのか
何もしなくてもわかるから、もっといい
使い方を考えて、働き方を変えられる。
これで会社の仕事がどんどん
はかどるようになるね。

レポート自動作成レポート自動作成
機器利用状況を定期レポート。部門/プリント
経費削減・機器運用効率化に役立ちます。

締め日などに合わせて、複合機の利用状況（プリント・
コピー・ファクス・スキャン）を定期レポートします。
●部門・ユーザー別/設置場所別/機器別･･･
●カラー別/サイズ別/両面・集約/出力枚数･･･

LFプリントLFプリント
プリンタードライバー不要。出先などで

デバイス内のデータをすぐにプリントできます。

社内LANにアクセス不要で、クラウド経由でプリント。社内の
各部署や会議室・関連会社のオフィスなどで、モバイルパソ
コンやスマートフォン内のデータを、登録した近くの複合機
からスピーディーにプリントできます。

放置プリントや取り違えによる
紙からの情報漏えいを防ぎたい

エラー状態や消耗品の状況を迅速に
把握して、活用度を向上したい

会議室や出張先のオフィスでも
必要書類をすぐプリントしたい

利用状況を見える化し
もっと効率的に活用したい

機器管理機器管理
いつでもどこでもWeb上で一括管理。

状況をリアルタイムで確認し対応できます。

専用Webページで、いつでも、どこからでも登録した複合機
をリアルタイムで一覧、状況が確認できます。エラーへの
早期対策や、消耗品の事前補充などが可能になり、滞りの
ない複合機活用を実現します。

認証プリント認証プリント
ICカード*／PINコードで個人認証。

プリントの放置・取り違えを防止します。

パソコンなどでプリント指示すれば、プリントデータをクラウド
にアップロード。複合機で個人認証を行なうまで、データは
出力されません。目の前で確実・セキュアに出力し、紙文書を
入手・活用できます。

4つの “快適” が、あなたの働き方を
 もっとスマートに進化させます。

4つの “快適” が、あなたの働き方を
 もっとスマートに進化させます。

レポート自動作成レポート自動作成

認証プリント認証プリント

LFプリントLFプリント

機器管理機器管理

＊利用可能なカードは、FeliCa/Mifareです。
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働き方改革とセキュリティ強化への
しっかりしたプリント環境、できていますか?
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PDF
PDF見積書
PDF

PDF
PDF見積書
PDF

見積書 見積書
PDF

 OneDrive® for Business

ファクス 自動仕分け

ファクス文書
と連携と連携

べんりでセキュアなプリント環境を実現し
働き方をスマートにする、ワンパッケージです。

もっと自由に

手間をかけず

印刷環境向上・統合管理ソリューション

RICOH
カンタンセキュア
プリント for Cloud

安心して

すぐにどこでも

商品名
RICOH クラウドアプリケーション スタートパック

RICOH カンタンセキュアプリント for Cloud 月額契約

RICOH カンタンセキュアプリント for Cloud インストールキット

RICOH カンタンセキュアプリントfor Cloud 月額契約(AE2連携モデル)

RICOH カンタンセキュアプリントfor Cloud インストールキット(AE2連携モデル)

5,000円/1契約      

2,000円/1デバイス

1,500円/1デバイス

1,500円/1デバイス

1,500円/1デバイス

標準価格品種コード

■RICOH カンタンセキュアプリント for Cloud 価格一覧■RICOH カンタンセキュアプリント for Cloud 価格一覧
〈月額〉

■動作環境・主な仕様■動作環境・主な仕様

（消費税別）（消費税別）

商品名
RICOH クラウドアプリケーション スタートパック

RICOH カンタンセキュアプリント for Cloud 年額契約

RICOH カンタンセキュアプリント for Cloud インストールキット

RICOH カンタンセキュアプリントfor Cloud 年額契約(AE2連携モデル)

RICOH カンタンセキュアプリントfor Cloud インストールキット(AE2連携モデル)

5,000円/1契約      

24,000円/1デバイス

1,500円/1デバイス

18,000円/1デバイス

1,500円/1デバイス

標準価格品種コード
〈年額〉 （消費税別）（消費税別）

312982

313388

313387

440420

440402

312982

313389

313387

440421

440402

※スタートパックとインストールキットは、必ず併せてご購入ください。  ※AE2連携モデルは個人認証システムAE2またはカンタン私書箱プリントAE2またはドキュメントセキュリティセットと同時に利用いただくことが前提の契約となります。

※スタートパックとインストールキットは、必ず併せてご購入ください。 ※AE2連携モデルは個人認証システムAE2またはカンタン私書箱プリントAE2またはドキュメントセキュリティセットと同時に利用いただくことが前提の契約となります。

主な仕様／複合機対応機種については、弊社HPを参照ください。

機器台数に応じた月/年単位の定額制で、気軽にご利用可能
最新版のクラウドサービスを低コストで継続活用いただけます。


