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スキャンデータの保存・リネーム作業を簡略化。
紙文書の電子化業務を効率化します。

紙文書の整理に困っていませんか？
オフィスにあふれる紙文書、いつか整理したいと思っていてもなかなか整理できていないのが現状では？
imagio カンタン文書登録 V2 タイプAなら、カンタン操作で紙文書の電子化・保管を効率よくこなせます。
こんなことでお困りでは…

①保管スペースが
ない！

カンタンスキャンで大変身！

①書類が減って
ぐっと保管スペース
削減！

②書類を探すのに
時間がかかる！

③書類の電子化は
手間がかかって
なかなか進まない！

③コピーと同じ
感覚でカンタンに
電子化！

④書類の破損・紛失
が心配！

②必要な書類を
パソコンで
ラクラク検索！

④書類紛失の
心配もなくなり
文書の共有で
業務効率もアップ！

紙文書の電子化から保管まで…「imagio カンタン文書登録 V2 タイプA」ならこんなにカンタンに解決！
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保存先は複合機の操作パネルで選ぶだけ
複合機の操作パネルでパソコンの保存先フォルダーを選択して登録したいフォルダーに保存できます。パソコンでの仕分け作業がいらず保存作業もスムーズに。
第一階層

第二階層

第三階層

第一階層

パソコンのフォルダー階層を
複合機の操作パネルに表示

第二階層
第三階層

指定したフォルダーに文書を登録

※フォルダー名の変更、追加時も自動的に反映されます。
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ファイル名は登録時に簡単設定
複合機の操作パネル上からファイル名をつけることができます。電子化した紙文書のファイル名をパソコンで後から変更する手間がありません。
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登録された
単語

日付（年月日時分秒）

※ファイル名には登録された単語、
フォルダー名、
日付などを組み合わせることができます。

紙文書の電子化は、だれでも楽々スキャンで実現！
①保存先フォルダーを選択

②ファイル名を設定

③スキャン
スタート！

●電子化された文書の保存先
スキャン

※保存するファイルのファイル形式は
JPEG、TIFF、PDFから選べます。

保存

「imagio カンタン文書登録 V2 タイプA」の便利な機能
スキャン画像を確認できるプレビュー機能

カラーでも容量が軽い「クリアライトPDF」

スキャンした画像を登録する前に複合機の操作パネル上で確認可能。スキャ

カラー原稿を従来のスキャン画像よりも大幅に軽いPDFデータに変換するこ

ン時のミスを軽減します。

とが可能な
「クリアライトPDF」に対応。大量文書保管時に気になるデータ容

※imagio MP W7140/W5100/W4000/W3600/W2400は対応しておりません。

量を削減します。
画像
抽出

画像部分
専用圧縮

合成

文字
抽出

色文字部分
専用圧縮
黒文字部分
専用圧縮

●フルカラーでも
軽容量
●文字もくっきり
読みやすい！

※imagio MP W7140/W5100/W4000/W3601/W3600/W2401/W2400、RICOH MP CW2200/CW1200
は対応しておりません。※対応している原稿種類はフルカラー、
グレースケール、解像度は200dpi、300dpi、400dpiです。
※画像によって圧縮率は異なります。※原稿の画質によっては、期待通りのデータサイズや画質を得られない場合があります。

ファイル名のつけかたを設定可能

複数枚の文書を1回のスキャンで分割して保存

あらかじめファイル名のルールを設定可能。電子化するファイル名に統一性、

１ファイルあたりの枚数を指定してスキャンする

規則性をもたせることでファイル管理がしやすくなります。

ことができます。例えば、2枚セットの文書を6枚

〈ファイル名の例〉

まとめてスキャンし、
ファイルを3つに分割したい
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②

④

③

①

①

②

③

④

［入力文字］
［日付］
登録時に入力
登録した日付
した文字
［４階層］
［固定値］
指定した階層の
あらかじめ設定された
フォルダ名
自動で入力される文字列

ときなどに便利です。

PDF

PDF

PDF

さまざまな紙文書の電 子化と保管にご活用いただけます。
各種紙文書を電子化しながら同時に分類できるので、
さまざまな業務で効率アップが図れます。
ケース１：商品ごとに分類

ケース２：お客様ごとに分類

ケース３：時期ごとに分類

図面や仕様書等を商品別に保管

見積書や請求書等をお客様別に保管

申請書等を年度や月別に保管

imagio カンタン文書登録 V2 タイプAの主な仕様
■動作環境

動作可能機種＊1

保管先対応 OS
原稿送り方法
階調＊8
解像度
濃度
読み取りサイズ＊9
転送プロトコル＊10
画像保存形式＊8
登録業務数
登録単語数
登録フォルダー階層
最大フォルダー数

■本体価格／設置指導料
RICOH MP C8002/C6502/C6003＊15/C6003Z＊15/C5503＊15/C5503A＊15/C5503Z＊15/
C5503AZ＊15/C4503＊15/C4503A＊15/C4503Z＊15/C4503AZ＊15/C3503＊15/C3503Z＊15/
C3003＊15/C3003Z＊15/C2503/C2503Z/C1803、imagio MP C7501/C7500/C6001/C6000/
C6000RC/C5002/C5002A/C5001/C5001A/C5000/C4002/C4002A/C4001/C4001A/
C4001RC/C4000/C4000RC/C5001it/C5001A it/C5000it/C4001it/C4000it/C3302/
C3301/C3300/C2802/C2801/C2801RC/C2800/C2800RC/C2201/C2200＊2、
RICOH MP 6054＊16/5054＊16/5054Z＊16/4054＊16/3554＊16/3554Z＊16/2554＊16/3353＊14/2553＊14、
imagio MP 9002/9001/7502/7501/7501RC/6002GP/6002/6001GP/6001/
6001RC/5002＊5/5000＊3/5000RC＊13/4002＊5/4000＊3/4000RC＊13/3352＊4/3350＊3/
3350RC＊13/2552＊4/2550＊3/2550RC＊13、imagio MP W7140/W5100/W4001/W4000/
W3601/W3600/W2401/W2400、RICOH MP CW2200/CW1200、
RICOH MP W8140＊18/W7100＊18/W6700、RICOH Pro C5210S/C5200S/C5110S＊17/C5100S＊17
Windows ServerTM 2012＊6、Windows ServerTM 2012 R2＊6、Windows ServerTM 2016
Standard/Essentials＊6、Windows Server TM 2019 Standard/Essentials＊6、Windows®
8.1/Windows® 8.1 Pro/Windows® 8.1 Enterprise＊7、Windows® 10 Pro＊7/Home＊7/
Enterprise＊7
ADF、SADF、原稿ガラス、
シートスルー方式＊7
モノクロ：2階調 フルカラー /グレースケール：256階調
200dpi、
300dpi、400dpi、600dpi
自動濃度、
「うすく」
「こく」
による7段階
A3サイズ対応機種：自動検知、A3、A4、B4、B5、不定形（128mm×128mm ～ 297mm×432mm）
A2サイズ対応機種：自動検知、A2、A3、A4、B3、B4、B5、不定形（128mm×148mm ～ 432mm×594mm）
A0サイズ 対 応 機 種：自動 検 知、A0、A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4、不 定 形（210mm×210mm ～
1189mm×841mm）
SMB＊11、FTP
モノクロ：シングルTIFF、
マルチTIFF、PDF
グレースケール/フルカラー：JPEG、PDF
1 ～ 12業務
各業務48個
1 ～ 6階層
各階層500フォルダー

＊1 いずれの機種もプリンター・スキャナー付モデルが対象となります。機種によって、別途オプションの
『VMカード』
が必要です。本体機種に
よっては、ADFを利用する場合、別途オプションの
『ドキュメントフィーダー』
が必要になる場合があります。
＊2 別途オプションの『拡張モジュールタイプ17』
が必要です。
＊3『マルチエミュレーションカード』
『PS3カード』の同時装着はできません。ベーシック機/ファクス機からプリンター・スキャナーユニットを拡
張した場合はモノクロスキャナーになります。
＊4 ベーシック機/ファクス機からプリンター・スキャナーユニットを拡張した場合は
「imagio ドキュメントボックス HDキット タイプ30」
が必要です。
＊5 ベーシック機/ファクス機からプリンター・スキャナーユニットを拡張した場合は
「imagio ドキュメントボックス HDキット タイプ31」
が必要です。
＊6 保管先対応OSは日本語版・64bit版のみとなります。
＊7 保管先対応OSは日本語版
（32bit/64bit）
になります。
＊8 シートスルー方式に対応しているのは、imagio MP W3601/W3600/W2401/W2400のみです。
＊9 imagio MP W3600/W2400はグレースケール、
フルカラーに対応していません。imagio MP W4000はフルカラーに対応していません。
＊10 imagio MP W7140/W5100/W3601/W3600/W2401/W2400は、原稿サイズ混載に対応しておりません。
＊11 ファイル送信先はDirect Hosting SMB環境が必要となります。
＊12 送信対象のパソコン上のフォルダが「共有フォルダ」
として設定されており、本システムから指定するユーザー・パスワードでアクセス可
能な権限を持っている必要があります。
＊13「マルチエミュレーションカード」の同時装着はできません。
＊14 ベーシック機/ファクス機からプリンター・スキャナーユニットを拡張した場合は、
「ドキュメントボックスHDキット タイプM7」
が必要です。
＊15 Fieryオプション「カラーコントローラー E-22C」装着時も
「imagio カンタン文書登録 V2 タイプA」の利用が可能です。
＊16 ベーシック機/ファクス機からプリンター •スキャナーユニットを拡張した場合は、
「ドキュメントボックス HDキット タイプM12」
が必要です。
＊17 Fieryオプション「カラーコントローラー E-22B」装着時も
「imagio カンタン文書登録 V2 タイプA」の利用が可能です。
＊18「スキャナーユニット タイプM14」
が必要です。

商品名

品種コード

標準価格

imagio カンタン文書登録 V2 タイプ A

315574

78,000円

（消費税別）
設置指導料
A料金
B料金
7,900円
3,200円

※別途VMカードが必要です。必要なVMカードは機種によって異なります。

商品名

品種コード

標準価格

imagio VM カード タイプ 7

315091

20,000円

imagio VM カード タイプ 12

315220

20,000円

imagio VM カード タイプ 18

315266

20,000円

imagio VM カード タイプ 23

315348

20,000円

imagio VM カード タイプ 24

315381

20,000円

imagio VM カード タイプ 30

315451

20,000円

imagio VM カード タイプ 31

315479

20,000円

imagio VM カード タイプ W5

315035

20,000円

（消費税別）
対応機種
imagio MP C7500/C6000/C6000RC
imagio MP 5000/5000RC/4000/4000RC/3350/
3350RC/2550/2550RC imagio MP W7140/W5100
imagio MP C5000/C4000/C4000RC
imagio MP C5000it/C4000it
imagio MP C3300/C2800/C2800RC/C2200
imagio MP 9001/7501/7501RC/6001GP/6001/6001RC
imagio MP C7501/C6001
imagio MP W3601/W2401
imagio MP C5001/C5001A/C4001/C4001A/C3301/C2801/C2201
imagio MP C5001it/C5001A it/C4001it
imagio MP 3352/2552
imagio MP C5002/C5002A/C4002/C4002A/C3302/C2802
imagio MP 9002/7502/6002GP/6002/5002/4002
imagio MP W4001/RICOH MP CW2200/CW1200
imagio MP W4000/W3600/W2400

※カスタマーエンジニアによる設置となります。※設置指導料は本体と同時設置の場合はＢ料金となります。本体納入後、
オプションを取り付け
る場合は１オプションがＡ料金、他オプションがＢ料金となります。※本オプションは最初に装着した本体のみで利用できます。※ＶＭカードの設
置調整料はＡ料金 6,300円、
Ｂ料金 1,600円がかかります。

■保守料金

○拡張料金
保守料金
900 円／１ヶ月

（消費税別）
備考
本アプリケーションを安定した状態でお使いいただくための保守サービスを提供いたします。

※本オプションを装着すると、本体保守をパフォーマンス契約でお選びいただいている場合、本体の保守料金に上記料金が加算されます。本
体保守でスポット保守をお選びいただいている場合は、本オプションもスポット保守となります。

○キットサービス料金

（消費税別）

保守料金

10,800円/1年

備考
本アプリケーションを安定した状態でお使いいただくための保守サービスを提供いたします。

※本オプションを装着すると、本体保守をキットサービス契約でお選びいただいている場合、本体の保守料金に上記料金が加算されま
す。本体保守でスポット保守をお選びいただいている場合は、本オプションもスポット保守となります。

○HMS保守料金

（消費税別）

保守料金
900 円／１ヶ月

備考
本体アプリケーションを安定した状態でお使いいただくための保守サービスを提供いたします。

※本体オプションを装着すると、本体保守をHMS保守契約でお選びいただいている場合、本体の保守料金に上記料金が加算されます。
本体保守でスポット保守をお選びいただいている場合は、本オプションもスポット保守となります。

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。

※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。 ※万が一、ハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがありま
す。データの消失による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、
あらかじめご了承ください。 ※このカタロ
グに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※詳しい性能・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、不当利益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。 ※Microsoft、Windows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。 ※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。 ※その他記載された会社名、製品名などは該当する各社の登
録商標です。

●お問い合わせ・ご用命は・・・

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

http://www.ricoh.co.jp/
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。

リコーテクニカルコールセンター

イチ イチ イチ

0120-892-111

●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/
当社ホームページでご確認いただけます。
■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、

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、2020 年1月現在のものです。

0907S-2001＜34211519＞39/P

