
imagio
カンタン文字認識 
V2

紙文書はスキャンして保存する時代から、活用する時代へ。
業務に合わせて「編集」「加工」「検索」して効率アップ！

RIC0H Embedded Software Architecture
対応アプリケーション

RICOH Embedded Software Architecture application



例えば、ファクスや紙で受け取った見積書なども『imagio カンタン文字認識 V2』を使えば、
Excel®などの多彩なファイルに自動変換してあなたのパソコンへ送信。後は「編集」「加工」「検索」も
思いのまま。紙文書をスキャンして有効活用するほど、日々の業務をさらに効率化できます。

紙文書はスキャンして保存する時代から、活用する時代へ。
業務に合わせて「編集」「加工」「検索」して効率アップ！
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見積書などを作り直したいけど、
手元にあるのは紙文書だけ…

 見積書をMicrosoft®Officeの文書などに変換。
Excel®やWordで編集できる！

申請書見積書
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●スキャンデータの容量を軽くできる高圧縮
PDFに対応。大量文書の電子化に有効です。

●見開き原稿をスキャンする際、左右ページの
傾きを自動補正。文字を綺麗に読み取れます。

表組みを使った書類を、
イチから作らずにすむExcel®変換。

テキストの編集を、
ラクラクできるWord変換。

文字情報を検索しやすい、
PDF変換。

e.Typist for imagio V2

対応ファイル形式
XLS DOC PPT PDF JTD HTML XPS

●スキャンした紙文書をWord文書に変換した
場合、テキストが段組形式で表示されるため、ラ
クラク編集できます。

●スキャンした紙文書を、テキスト付PDFに変換
できます。文書中の文字情報を簡単に検索でき
るので便利です。

●手元に紙文書しかない書類の手直しも、スキャ
ンしてExcel®変換すれば、イチから作成する手間
を省けます。またカラー原稿のスキャンにも対応。

変換前

変換後
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申請書などの記入を手書きでなく、
パソコンで済ませられたら…

申請書を入力フォーム付PDFに。
パソコンから文字入力できる！

申請書見積書
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●読み取った画像を入力フォームにして直接文
字を入力・印刷できます。

●あて打ちやCSVデータの流し込みができるの
で、時間と手間のかかる手書き業務から解放さ
れます。

やさしくPDFへ文字入力 PRO［別売］

入力前 入力後
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もらった大量の名刺、
簡単に管理できないか…

名刺をパソコンで管理。
いつでもサッと検索できる！

申請書見積書
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●専用のデータベースで、名刺に書かれた会社
名、メールアドレスから面会日、渡した資料の情
報まで、管理・検索できます。

●DM作成や急な問い合わせの対応などに有
効活用できます。

やさしく名刺ファイリング PRO［別売］

ご自分のパソコンでの編集画面ランダムに置いた名刺を最大20枚同時スキャン
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申請書見積書
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スキャンデータがパソコンのマイドキュメントまたは指定し
た保存先に届きます。後はアプリケーションを使って編集
するだけ！

パソコンでスキャンデータを編集imagioで紙文書をスキャン

スキャンデータを送信

『imagio カンタン文字認識 V2』の活用方法

※「カンタン文字認識エージェント V2」のインストールが必要です。

※フォルダの共有設定は不要です。

紙文書をカンタンスキャンでパソコンへ。

カンタン文字認識のトップ画面で、
連携するアプリケーションを選択します。

お使いのパソコンを
送信先として選択します。

ファイル形式、出力形式などを
必要に応じて設定します。

STEP　　  連携アプリケーションの選択1 STEP　　  送信先の設定3STEP　　  オプションの設定2
※STEP2はOfficeファイルなどに変換する場合のみ必要です。

一度スキャンした設定（読み取り条件や送信先など）
を、カンタンボタンとして登録できます。操作スピード
のアップはもちろん、書類や業務ごとにボタンを登録
できるので、ひとりで複数の案件を取り扱う場合や、
多人数がスキャンを活用するオフィス環境などで便利
に使えます。

上記の操作ステップをボタン一つで行なえる
「カンタンボタン」を設定！ e.Typist for imagio V2

商品構成

＊1 パソコンにカンタン文字認識エージェント V2をインストールする必要があります。　＊2 VMカードは接続機種によって異なります。 ＊3 「やさしく名刺ファイリング ＰＲＯ」と連携するには、パソコンに「やさしく名刺ファイリング ＰＲＯ」（別売）をインス
トールする必要があります。　＊4 「やさしくＰＤＦへ文字入力 ＰＲＯ」と連携するには、パソコンに「やさしくＰＤＦへ文字入力 ＰＲＯ」（別売）をインストールする必要があります。　※インストール時はインターネット接続環境が必要になります。 ※Microsoft® 
Officeのファイル等に変換するには、パソコンにe.Typist for imagio V2をインストールする必要があります。　※同梱品のe.Typist for imagio V2は3ライセンス付です。e.Typist for imagio V2 追加３ライセンス（30,000円）もご用意しております。 

imagioにインストール

パソコンにインストール

● imagio VMカード*2● imagio カンタン文字認識 V2

● カンタン文字認識エージェント V2
● e.Typist for imagio V2（同梱品） 

imagio カンタン文字認識 V2*1

● やさしく名刺ファイリング PRO*3

● やさしくPDFへ文字入力 PRO*4

さらに便利に使うには!

4.3インチ
パネル搭載

複合機

複合機

「カンタンボタン」に登録している
業務例

■山田 報告書

・出力形式：Word

・Wordでのレイアウト優先：する

・レイアウト優先時の文字再現方式：段組

・送信先：山田パソコン

最大24個まで登録可能。



imagio カンタン文字認識 V2の主な仕様

●imagio カンタン文字認識 V2

動作可能機種

RICOH MP C8002/C6502/C6003*8/C6003Z*8/C5503*8/C5503A*8/
C5503Z*8/C5503AZ*8/C4503*8/C4503A*8/C4503Z*8/C4503AZ*8/
C4503RC*8/C3503*8/C3503Z*8/C3003*8/C3003Z*8/C3003RC*8/C2503/
C2503Z/C1803、RICOH MP C305、imagio MP C7501/C7500/C6001/
C6000/C6000RC/C5002/C5002A/C5001/C5001A/C5000/C4002A/
C4001/C4001A/C4001RC/C4000/C4000RC/C4002/C5001it/C5001A 
it/C5000it/C4001it/C4000it/C3302/C3301/C3300/C2802/C2801/
C2801RC/C2800/C2800RC/C2201/C2200*1、imagio MP C4500it/
C3500it/C4500/C3500/C3000/C2500/C3500RC/C2500RC、RICOH MP 
6054*9/5054*9/5054Z*9/4054*9/3554*9/3554Z*9/2554*9/3353*7/2553*7、
imagio MP9002/9001/8000/7502/7501/7501RC/7500/6002GP/6002/600
1GP/6001/6001RC/6000/5002*4/5000*2/5000RC*5/4002*4/4000*2/4000RC*5/
3352*3/3350*2/3350RC*5/2552*3/2550*2/2550RC*5/7500RC/6000RC、RICOH MP 
1601/1301*6 、RICOH MP 401*11/305＋*13、
RICOH SP 4510SF*12、RICOH Pro C5210S/C5200S/C5110S*10/C5100S*10

※プリンター・スキャナーユニット付モデル、またはSP/SPFモデルが対象です。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。

スキャナ仕様 本体基本仕様準拠
読取原稿サイズ 自動検知、サイズ混載、A3、A4、A5、B4、B5 名刺読み取り時は名刺 21枚まで（A3相当）
原稿面 片面、両面（左右開き）、両面（上下開き）
原稿送り方法 ADF、原稿ガラス、SADF、大量原稿

原稿種類 白黒：文字、白黒：文字・図表、白黒：文字・写真、白黒：写真、グレースケール、フルカ
ラー：文字・写真、フルカラー：印画紙写真

階調 モノクロ：2階調、フルカラー ･グレースケール：256階調
解像度 200dpi、300dpi、400dpi、600dpi
濃度 自動濃度、「うすく」「こく」により7段階

出力ファイル形式

e.Typist for imagio V2：Word（*.doc/*.docx）、Excel（*.xls/*.xlsx）、PowerPoint
（*.ppt/*.pptx）、テキスト付PDF、高圧縮PDF、XPS、一太郎（*.jtd）、HTML、OCR作業
ファイル（*.etri）※変換中に中間ファイルが作成されます。
やさしくPDFへ文字入力 PRO：やさしくPDFへ文字入力中間ファイル（*.mdpdf）
やさしく名刺ファイリング PRO：やさしく名刺ファイリング中間ファイル（*.mdcard）
通常送信：PDF、TIFF、JPEG

登録可能な接続先数 100件
＊1 別途オプションの「拡張モジュール タイプ17」が必要です。　＊2 「imagio マルチエミュレーションカード」「imagio PS3カード」との
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。　
＊3 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。＊4 ベーシック機 /FAX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。＊5 「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。＊6 「増設メモリータイプ M1」「ドキュメントボッ
クスHDキットタイプM1」が必要です。 ＊7 ベーシック機/FAX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。＊8 Fieryオプション「カラーコントローラー E-22C」装着時も「imagio カンタン文字認識 V2」の
利用が可能です。　＊9 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。　＊10 Fieryオプション「カラーコントローラー E-22B」装着時も「imagio カンタン文字認識 V2」の利用が可能
です。　＊11 別途オプションの「VMカード タイプM6」が必要です。　＊12 別途オプションの「拡張HDD タイプP1」「VMカード タイプI」

「IPSiO SDRAM モジュール I 1.5GB」が必要です。　＊13 別途オプションの「ドキュメントボックス HDキット タイプ M15」が必要です。

●imagio カンタン文字認識エージェント V2

対応OS Windows® 8.1 /Pro/Enterprise、
Windows® 10 Pro/Home/Enterprise

※ 対応OSは日本語（32bit/64bit）版になります。64bit版では32bit互換モード（WOW64）で動作します。
※ 接続ユーザーにはパスワードを設定する必要があります。

●e.Typist for imagio V2

対応OS
Windows® 8.1 /Pro/Enterprise*1、
Windows® 10 Pro/Home/Enterprise*1

※インストールには管理者(Administrator)権限が必要です。※本製品はInternet 
Explorer® 6.0以上が必要です。 

必要ハードディスク容量 約130MB以上

動作メモリ Windows® 8.1/10（32bit版）：1GB以上、
Windows® 8.1/10（64bit版）：2GB以上

ディスプレイ解像度 1,024×768ピクセル以上
原稿サイズ 最大A3サイズ
対応言語 日本語、英語、日英混在

日本語認識部

認識方式：新・拡張セル特徴方式　認識対象文字：漢字（JIS第1水準、第2水準）、ひ
らがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号等約6,700文字　認識書体：明朝体、
ゴシック体、教科書体等マルチフォント対応　文字サイズ：1.8mm〜15mm角程
度（5*2〜45ポイント程度）　文書形式：縦書き・横書き自動判別、文字サイズ混在文
書対応　認識辞書：1,500,000語　解析辞書：約63,000語

英語認識部
認識対象文字：アルファベット、数字、記号　認識書体：マルチフォント対応　文字サ
イズ：1.8mm〜15mm角程度（5*2〜 45ポイント程度）　文書形式：文字サイズ混在
文書対応　解析辞書：約 63,000語（英語のみ） 

入力ファイル形式 BMP、TIFF（非圧縮/G4/G3/LZW/FX、シングルページ/マルチページ）、JPEG、
PNG、PDF、OCR作業ファイル(*.etri)

出力ファイル形式
TEXT（テキスト/Unicodeテキスト/任意区切り文字テキスト）、CSV（ブロック改行 /ページ改
行）、RTF、Word（*.doc）、Word2007-2013（*.docx）、Excel®（*.xls）、Excel® 2007-2013

（*.xlsx）、PowerPoint®（*.ppt）、PowerPoint® 2007-2013（*.pptx）、一太郎（*.jtd）、PDF
（通常/透明テキスト付き/高圧縮）、XPS、HTML、XHTML、OCR作業ファイル (*.etri)

＊1 対応OSは日本語（32bit/64bit）版になります。64bit版では32bit互換モード（WOW64）で動作します。　
＊2 600dpiスキャン時のみ。　
※ e.Typist for imagio V2のご利用にあたっては、.NET Framework 3.0以上が必要となります。
※ 複合機の画面から*.docx/xlsx/pptx/txt/csv/xhtmlの形式を指定して出力することはできません。　
※ 原稿や設定によって変換精度は異なります。必ず変換結果をご確認ください。

■動作環境 ■価格表
●本体価格 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
imagio カンタン文字認識 V2*1 315568 98,000円
imagio カンタン文字認識 V2 アップグレード*1 *2 315569 78,000円

＊1 「カンタン文字認識エージェント V2（ライセンスフリー）」、「e.Typist for imagio V2（3ライセンス）」を同梱しています。
＊2 「imagio カンタン文字認識 タイプA」をご利用いただいていたお客様向け商品です。「カンタン文字認識エージェント V2

（ライセンスフリー）」を同梱しており、「e.Typist for imagio」を3ライセンス分まで「e.Typist for imagio V2」にアップグ
レードしてご利用いただけます。　※対象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。　※e.Typist 
for imagio V2の単体での販売は行なっておりません。

（消費税別）
商品名 品種コード 標準価格 対応機種

VMカード タイプ1 315903 20,000円 imagio MP C4500it/C3500it/C4500/C3500/C3000/C2500/
C3500RC/C2500RC、imagio MP 8000/7500/6000/7500RC/6000RC 

VMカード タイプ7 315091 20,000円 imagio MP C7500/C6000/C6000RC、imagio MP 5000/ 
5000RC/4000/4000RC/3350/3350RC/2550/2550RC

VMカード タイプ12 315220 20,000円 imagio MP C5000it/C4000it/C5000/C4000/C4000RC/
C3300/C2800/C2800RC/C2200

VMカード タイプ18 315266 20,000円 imagio MP 9001/7501/7501RC/6001GP/6001/6001RC
VMカード タイプ23 315348 20,000円 imagio MP C7501/C6001

VMカード タイプ24 315381 20,000円 imagio MP C5001/C5001A/C4001/C4001A/C3301/
C2801/C2201、imagio MP C5001it/C5001A it/C4001it

VMカード タイプ30 315451 20,000円 imagio MP 3352/2552

VMカード タイプ31 315479 20,000円 imagio MP C5002/C5002A/C4002/C4002A/C3302/C2802、
imagio MP 9002/7502/6002GP/6002/5002/4002、RICOH MP 1601/1301

VMカード タイプM6 319183 20,000円 RICOH MP 401
IPSiO 
VMカード タイプI 306597 10,000円 IPSiO SP C731/C731M

RICOH SP 6440/6440M/4510SF/4510/4500

●別売商品 （消費税別）
商品名 品種コード 標準価格 JANコード

やさしくPDFへ文字入力 PRO v.9.0 1ライセンス*1 TP9709 12,800円 4946557029933
やさしく名刺ファイリング PRO v.15.0 1ライセンス*1 EDR687 7,800円 4946557033602
e.Typist for imagio V2 追加3ライセンス FX1809 30,000円 4946557023290
e.Typist for imagio V2 年間保守サービス*2 FX1812 10,000円/年 4946557023320
やさしくPDFへ文字入力 PRO v.9.0 年間保守サービス*2 TP9734 10,000円/年 4946557030106
やさしく名刺ファイリング PRO v.15.0 年間保守サービス*2 EDR706 10,000円/年 4946557033732

＊1 アプリケーションをインストールするパソコンは、インターネット接続環境が必要です。　
＊2 電話による操作問い合わせ対応をいたします。

●設置指導・インストール・操作指導料金 （消費税別）
商品名 実施内容 単位 A料金 B料金

imagio カンタン文字認識 V2
（imagio カンタン文字認識 V2 アップグレード） 設置指導*1 台 12,600円 7,900円
VM カード*2 設置調整 台 6,300円 1,600円

e.Typist for imagio インストール*3 台 1,600円
操作指導*4 回 3,200円

やさしくPDFへ文字入力 PRO インストール*3 台 1,600円
操作指導*4 回 3,200円

やさしく名刺ファイリング PRO インストール*3 台 1,600円
操作指導*4 回 3,200円

＊1 設置指導料にはパソコン1台分のカンタン文字認識エージェント V2のインストール・接続設定を含みます。2台目以降
のパソコンにカンタン文字認識エージェント V2のインストール、接続設定を行なうには、A料金 9,400円、B料金 4,700
円で設置調整のみ承ります。また、「e.Typist for imagio V2」「やさしくPDFへ文字入力 PRO」「やさしく名刺ファイリン
グ PRO」のインストールには別途インストールメニューをご用意しております。　＊2 必要なVMカードは機種によって異な
ります。　＊3 1アプリケーション、パソコン1台あたりの設置メニューです。操作指導を含みません。imagio カンタン文字認
識 V2またはimagio カンタン文字認識エージェント V2（パソコン2台目以降）を設置する場合のみ承ります。　＊4 カンタ
ン文字認識 V2との接続を前提とした簡単な操作説明を実施します。設置と別日程で実施する場合は、別途訪問基本料金
12,000円を申し受けます。　※カスタマーエンジニアによる設置、指導となります。　※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。

●保守料金＜拡張料金/HMS保守料金＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （消費税別）
商品名 保守料金

imagio カンタン文字認識 V2*（imagio カンタン文字認識 V2 アップグレード） 900円/1ヶ月
＊ 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または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。　※「e.Typist」、「やさしくPDFへ
文字入力 PRO」、「やさしく名刺ファイリング PRO」はメディアドライブ株式会社の製品です。　※Microsoft、Windows、Excel、Word、PowerPointおよびInternetExplorer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。　※e.Typistは、メディアドライブ株式会社の登録商標です。　※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。　※NET.Framework 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。　※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。　※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。　※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。

●保守料金＜年間保守＞ （消費税別）
商品名 保守料金

imagio カンタン文字認識 V2*（imagio カンタン文字認識 V2 アップグレード） 7,200円/1年
＊ プリンターに接続された「imagio カンタン文字認識 V2（imagio カンタン文字認識 V2 アップグレード）」の保守になります。

●保守料金＜キットサービス料金＞ （消費税別）
商品名 保守料金

imagio カンタン文字認識 V2*（imagio カンタン文字認識 V2 アップグレード） 10,800円/1年
＊ 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。

0120-892-111

http://www.ricoh.co.jp/mfp-ex/input/
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。

イチ イチ イチ

●お問い合わせ・ご用命は・・・

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。

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。

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

1111PH-2001＜34211580＞35/P


