
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、2019年3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。

RICOH サーバーレス ワンタッチスキャンの主な仕様
■VMカード対応機種 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

■保守料金　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（消費税別）
商品名 品種コード 標準価格 対応機種

imagio 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 

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

imagio VMカード
タイプ23 315348 20,000円 imagio MP C7501/C6001

imagio 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

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

imagio 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
imagio MP W4001

※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として別途、A料金 6,300円、B料金 1,600円が必要です。

■本体価格                                                                      （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
設置指導料

A料金 B料金
RICOH サーバーレス ワンタッチスキャン GB7537 50,000円 6,300円 1,600円

＊ 機種によっては、別途オプションの「imagio VMカード」が必要になります。
＊ スキャナー・プリンター付きモデル、または SP・SPF モデルが対象となります。

Embedded Software Architecture に対応し、スキャンオペレーションを手軽に実現するアプリケーションです。
本商品は、下記のアプリケーションで構成されています。
※上記金額は ESA アプリ1 本当たりの価格です。クライアントツールは無償提供となります。

種別 名称 提供ソリューション

ESAアプリ

クライアントツール

サーバーレス ワンタッチスキャン
（ESA版）

サーバーレス ワンタッチスキャン
（クライアント版）

クライアントツールからのリクエストに
応じて複合機の制御機能を提供

複合機のスキャン操作ユーティリティ
を提供

■動作環境
◯クライアントツール

（消費税別）
保守料金 備考

900円/1ヶ月 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。

◯拡張料金

（消費税別）
保守料金 備考

10,800円/1年 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。

○キットサービス料金

（消費税別）
保守料金 備考

900円/1ヶ月 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。

◯HMS保守料金

動作確認済みOS＊

.NETプラットフォーム .NET Framework 3.5

利用プロトコルとポート UDP：57070（受信）、1268（送信）
TCP/IP：58080

クライアントPCのパスワードが変わっても複合
機の設定は不要です。IT資産の変更時も再設定
することなく、すぐにスキャンが利用できます。

複合機の操作パネルで自分のアイコンを選択し、
スキャンを実行するだけの簡単操作です。他の人の
複合機の利用を邪魔することもありません。

パソコンのクライアントツールから登録した時のみ
スキャナーボタンが表示されるため、宛先間違い
によるデータ誤送信の心配はありません。

宛先登録のメンテナンスが
手間・・・。

宛先登録は一切
不要！

複合機の操作は
シンプル！

セキュリティー
を考慮！

スキャンの条件設定に時間が
かかる・・・。

誤送信防止のため単体スキャナー
を使用している・・・。

RICOH サーバーレス ワンタッチスキャンを導入すると・・・

ADDRESS

◯ ESA アプリケーション

対応機種
2019年3月時点

＊

利用プロトコルとポート UDP：57070（受信）
TCP/IP：58080

Microsoft® Windows® 7 Professional SP1＊1

Microsoft® Windows® 8.1 Pro＊2

Microsoft® Windows® 10 Pro＊2

※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、本カタログに記載の会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

Microsoft® Windows® 10 Enterprise＊3

1507PH-1903＜34211683＞17/P

＊1 対応OSは32bit／64bit日本語版となります。64bitは32bit互換モード(WOW64)で動作します。
＊2 対応OSは32bit／64bit日本語版となります。＊3 対応OSは64bit日本語版となります。

9002/9001/7502/7501/7501RC/6002/6002GP/6001/6001
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C5503A/C5503Z/C5503AZ/C4504/C4503/C4503A/C4503Z/C4503AZ/
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RICOH MP 
                   
                   

RICOH MP 9003/7503/6503/6055/6054/5055/5054/5054Z/4055/4054/
3555/3554/3554Z/3353/3352/2555/2554/2553/2552

imagio MP C7501/C7500/C6001/C6000RC/C5002/5002A/C5001/C5001 it/

imagio MP

RICOH Pro   C5110S/C5100S

C4002/C4002A/C4001/C4001 it/C4001RC/C3302/C3301/C2802/
C2801/C2801RC/C2201

GP/
6001RC/

RICOH IM   C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500 

クライアントPCから容易に
スキャン条件の設定が可能。
簡単・シンプル・セキュアに
スキャン機能を活用できます。

RICOH Scanning Service

リコー スキャニング サービス



⑤

RICOH サーバーレス ワンタッチスキャンは、リコー製複合機からスキャンデータを

クライアントPC に簡単に取り込み、複合機にスキャンデータと

設定情報を残さないスキャンソリューションです。

①保存フォルダー選択
保存フォルダー選択ボタンをクリックすると、エクスプローラー
から保存先を選択することができます。ログインユーザーの書き
込み権限があるフォルダーに保存できます。

②スキャナー選択
複合機の IP アドレス、またはホスト名を入力します。入力値は
次回起動時にも保持しています。

③お気に入り登録機能
よく使用するスキャン条件に名前をつけて登録することができます。　
複合機やスキャン条件を簡単に切り替えることが可能になります。

④パスワード設定
パスワードを設定すると、スキャナーボタン選択時に
パスワード入力が必要になります。
パスワードは数字 4 ～ 8 桁で設定します。

⑤スキャナーボタン自動削除
一度スキャン実行をすると、複合機のスキャナーボタンが
自動で削除されます。
宛先情報が複合機本体に残りません。

「セキュア」な設定も可能

スキャンデータはSTEP1で指定した保存先に
指定したファイル形式で保存されます。

パソコンのクライアントツールで
スキャナーボタンを登録

登録したスキャナーボタンを
複合機で選択

スキャンを実行

クライアントツールの設定画面でスキャン情報を入力

スキャン宛先の登録・メンテナンスは
一切不要です。

ADDRESS

ファイルサーバーやメールサーバーの利用
は不要です。

コストをかけて新たにサーバー増設
はできない。

クライアントツールから指示した時のみ
ボタンが表示されます。

使いたいスキャン宛先を探すのが
面倒。

自分のスキャナーボタンを押すだけの
簡単操作です。

操作パネルで複雑な操作を行ない
たくない。

SHARE

ローカルフォルダーでも共有をかける
必要はありません。

共有フォルダーの作成を許可され
ていない。

宛先間違いによるデータ誤送信の心配は
ありません。

スキャンデータの誤送信を防ぎたい。

複合機に送信先情報やスキャンデータを
残しません。

セキュリティー維持のため複合機に
スキャンデータを残したくない。

スキャン宛先の登録・メンテナンス
が大変。

管理負荷軽減

利便性向上

セキュリティー強化

①②

③
④

⑤

わずか 3ステップでスキャン業務が簡単に行なえます

STEP STEP STEP

スキャン業務に関するこんなお悩みを
RICOH  サーバーレス ワンタッチスキャンが解決します

スキャン機能を簡単・シンプル・セキュアに。
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パソコンのクライアントツールから登録した時のみ
スキャナーボタンが表示されるため、宛先間違い
によるデータ誤送信の心配はありません。

宛先登録のメンテナンスが
手間・・・。

宛先登録は一切
不要！

複合機の操作は
シンプル！

セキュリティー
を考慮！

スキャンの条件設定に時間が
かかる・・・。

誤送信防止のため単体スキャナー
を使用している・・・。

RICOH サーバーレス ワンタッチスキャンを導入すると・・・

ADDRESS

◯ ESA アプリケーション

対応機種
2019年3月時点

＊

利用プロトコルとポート UDP：57070（受信）
TCP/IP：58080

Microsoft® Windows® 7 Professional SP1＊1

Microsoft® Windows® 8.1 Pro＊2

Microsoft® Windows® 10 Pro＊2

※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、本カタログに記載の会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

Microsoft® Windows® 10 Enterprise＊3

1507PH-1903＜34211683＞17/P

＊1 対応OSは32bit／64bit日本語版となります。64bitは32bit互換モード(WOW64)で動作します。
＊2 対応OSは32bit／64bit日本語版となります。＊3 対応OSは64bit日本語版となります。

9002/9001/7502/7501/7501RC/6002/6002GP/6001/6001
5002/5000/5000RC/4002/4000/4000RC/3352/2552

C8003/C8002/C6503/C6502/C6004/C6003/C6003Z/C5504/C5503/
C5503A/C5503Z/C5503AZ/C4504/C4503/C4503A/C4503Z/C4503AZ/
C4503RC/C3504/C3503/C3503Z/C3004/C3003/C3003Z/C3003RC/
C2504/C2503/C2503Z/C1803/C307/C306Z

RICOH MP 
                   
                   

RICOH MP 9003/7503/6503/6055/6054/5055/5054/5054Z/4055/4054/
3555/3554/3554Z/3353/3352/2555/2554/2553/2552

imagio MP C7501/C7500/C6001/C6000RC/C5002/5002A/C5001/C5001 it/

imagio MP

RICOH Pro   C5110S/C5100S

C4002/C4002A/C4001/C4001 it/C4001RC/C3302/C3301/C2802/
C2801/C2801RC/C2201

GP/
6001RC/

RICOH IM   C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500 


