
オフィスインフラ提供サービス

ICTは､まとめてリコーに任せて
新しいワークスタイルへ。

※ICT：Information and Communication Technology（情報通信技術）

インターネットも！
クラウドも！

セキュリティも！ モバイル連携も！



RICOH Intelligent WorkCore ICT Plus（アイ・シー・ティー・プラス）は、

これからのオフィスインフラとなる「リコー新世代複合機とICT・ネットワーク」を

組み合わせて一括提供する新サービスです。

クラウド、インターネット接続、セキュリティ強化、モバイル連携など、

お客様のさまざまなICT課題にお応えします。

ハード・ソフトのすべてをリコーが一元受付しますので、

万一の障害発生時にもサポート窓口が一つで手間なく安心。

お客様の業務プロセスと生産性の変革をバックアップします。 

RICOH Intelligent WorkCore ICT Plusで、
オフィスインフラを一括提供。サポートもまとめて。

RICOH Intelligent WorkCoreは、新世代複合機と「RICOH 
Smart Integration」を介して提供する各種クラウドサービスを組
み合わせ、さまざまな企業のオフィスワークの自動化・省力化を推
進し、組織生産性と働き方を革新するソリューションです。

RICOH Intelligent WorkCore ICT Plusでは、さまざまなクラウ
ドサービスに対応し、業務効率アップと業務改善に貢献する各種の
アプリケーションをご利用いただけます。

RICOH Intelligent WorkCore ICT Plusの複合機は、常に最新
の状態でお使いいただくための仕組みに対応。ご導入後も市場や
お客様環境の変化に合わせて常に最新の価値をご提供します。

RICOH Intelligent WorkCoreとは？

RICOH Smart Integrationのアプリが使える！ RICOH Always Current Technologyに対応！

※詳しくはリコーホームページをご覧ください。　http://www.ricoh.co.jp/solutions/intelligent-workcore/

※詳細はホームページでご覧ください。 http://www.ricoh.co.jp/solutions/smart-integration/ ※詳細はホームページでご覧ください。 http://www.ricoh.co.jp/products/always-current-technology/

インターネット接続

リコー新世代複合機
セキュリティ強化 ビジネスフォンの

モバイル連携



インターネット接続環境をラクラク構築して、
情報を共有、外出先でもすぐに閲覧できる！

オフィスでも外出先でも、場所を選ばないコミュニケーション!
スマホを内線のように使えるライセンスを2つまで無料で利用可。

企業のネットワークセキュリティを守り、
導入・運用・保守をワンストップで実現！

S-integral 

ゲートウェイセキュリティパック
RICOH サイバーセキュリティパック

プロバイダーサービスと無線LAN付きネットワークルーターをご提
供。各種設定、保守・サポートはリコーにお任せください。また、プ
ライベートクラウドサービス「RICOH e-Sharing Box」（別売）を
組み合わせれば、ドキュメントをスマートデバイスから閲覧可能にな
り、時間と場所に縛られないワークスタイルが実現します。

スマートフォンや携帯電話を内線のように使えるビジネスフォン機能を
活用すれば、オフィスにかかってきた外線をモバイル端末に保留・転
送することができます＊1。社員・お客様情報などをクラウド管理するア
プリなどと組み合わせれば＊2、働く場所にとらわれないタイムリーなコ
ミュニケーションが可能となり、ビジネスの効率化につながります。

凶悪化、巧妙化していくセキュリティリスクに対し、ネットワークの入
口で統合脅威管理（Unified Threat Management）を行ないます。
ファイアウォールやIDS（不正侵入検知）/IPS（不正侵入防御）、ウイル
ス対策、スパムメール対策、Webフィルタリングなど、複数のセキュリ
ティ対策機能を一元管理しますのでお客様の運用負荷を軽減します。

ネットワークルーター

ビジネスフォン主装置

統合脅威管理UTM
（FortiGate：ゲートウェイ

セキュリティパック用）

統合脅威管理UTM
（Sophos XG：RICOH サイバー

セキュリティパック用）

RICOH Intelligent WorkCore ICT Plusで、
オフィスの｢たいへん｣を｢カンタン！｣に
RICOH Intelligent WorkCore ICT Plusなら、オフィスのいろいろな課題もお任せ。

新世代複合機に、課題に合わせたICTサービスパックを組み合わせてお選びいただけます。

機器やサービスの組み合わせは自由。しかも、お困りごとはリコーが一元受付いたします。

お悩みごと解決例 1

お悩みごと解決例 2

お悩みごと解決例 3

いつでも､どこでも
インターネットも、クラウドも！ 

場所を問わず情報にアクセスして
仕事がしたい。

たしかに、まもる
セキュリティリスクから、

情報と仕事環境を安全に守りたい。

つながる､シェアする
スマートフォンを

内線のように使って、
迅速に連携したい。

　インターネット接続 なら

　セキュリティ強化 なら

　モバイル連携 なら

＊1 本機能は、携帯電話網と固定電話回線を使用します。そのため、外出先／オフィスにかかわらず、携帯電話回
線／固定電話回線のいずれか、または、両方に通話料金がかかります。そのため、モバイル端末と固定電話間の通
話が定額料金になるサービスへの加入をお勧めします。詳細は販売店にお問い合わせください。 ＊2 対応予定。

（初期費用 ※お問い合わせください）

（11名～30名様用：初期費用813,900円～ 
※機器含む）

（1名～10名様用：初期費用398,000円～　
※機器含む）

NETBegin BBパック Next
 （初期費用30,000円～　月額費用3,780円～）　　



0120-892-111

https://www.ricoh.co.jp/service/intelligent-workcore-ictplus/

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。

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

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。

このカタログの記載内容は、2019年5月現在のものです。 1905PH-1905＜34221166＞2/P

オフィスインフラ提供サービス「RICOH Intelligent WorkCore ICT Plus」

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類
などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複写複製をなす事は著作権法上
著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

進 化 する「 は たらく」の 、まん な か に 。

複合機・複合機オプション

商品名 製品特長 請求 価格（消費税別）

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

10.1インチ大型フルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」、RICOH Always 
Current Technology対応、作業効率を向上させる多彩な紙折りユニット（オプ
ション）、高速スキャンを可能にする1パス両面ADF、プライベートクラウドサービ
スRICOH e-Sharing Box対応　他

初期 1,070,000円～＊1

RICOH e-Sharing Box タイプM4（別売）
スマートデバイスや複合機などと接続し、ドキュメントや機能を共有（Share）する
アプライアンスBOXです。停電などの電源トラブルでも電源供給を可能とする
無停電電源装置（UPS）を標準装備しています。

初期 11,000円～＊2

＊1 別途、搬入設置指導料が必要となります。詳細は担当営業にお問い合わせください。　＊2 参考価格。詳細は担当営業にお問い合わせください。

セット対象ICTサービス ※参考価格。詳細は担当営業にお問い合わせください。

提供価値 提供サービス名 サービス内容 主な機器・構成 請求 価格（消費税別）

インターネット接続 NETBegin BBパック Next
インターネット接続、ネットワーク、パソコ
ン設定などの保守・サポートを提供します。

ネットワークルーター
初期 30,000円～

月額 3,780円～

セキュリティ強化

ゲートウェイセキュリティパック

企業のネットワークセキュリティを守る
UTM（FortiGate）の導入・運用・保守をワ
ンストップで提供します（11名～30名様
用）。

統合脅威管理UTM
 （FortiGate）

5年
一括

813,900円～
※機器（FortiGate）を含む。

RICOH 
サイバーセキュリティパック

企業のネットワークセキュリティを守る
UTM（Sophos XG）の導入・運用・保守を
ワンストップで提供します（1名～10名様
用）。

統合脅威管理UTM
 （Sophos XG）

5年
一括

398,000円～
※機器（Sophos XG）を含む。

モバイル連携 S-integral

安心の６年保証付ビジネスホンにスマート
フォン連携をプラス。オフィスでも外出先で
も、場所を選ばないコミュニケーションが
可能。

ビジネスフォン主装置 初期 ※お問い合わせください。

サービス提供時間

提供サービス 対応曜日と時間 備考

一元受付コールセンターサービス 月曜日～金曜日 9:00～17:30 祝祭日・振替休日・年末年始､リコーが定める指定日は対応いたしません。

設置、設定サービス、インサイト保守、その他 各商品のご提供時間 詳細はリコーホームページの各商品ページをご参照ください。

※S-integralは、株式会社 日立情報通信エンジニアリングの製品です。 ※FortiGate は、Fortinet, Inc. の登録商標です。 ※Sophos は、Sophos Ltd. 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。

RICOH Intelligent WorkCore 
ICT Plusについて詳しくはこちら

●このカタログの商品と実際の商品の色とは、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。販売担当者にご確認ください。 ●価格・納期・保守サービスにつきましては、販売担当者にご確認ください。
※詳しい機能・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、不当利得を請求
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。


