
非対面でも
対面同様の
営業活動を
したい

テレワークを実際に実施され感じた業務上の課題※にお応えします

新型コロナウイルス対策

「テレワーク」が生みだす新しい働き方

IT導入補助金を活用して

コロナ対策しましょう！！

遠隔会議や
コミュニケー
ションのベス
トな方法は

紙中心の
基幹業務で
交代勤務が
できるかな

『FAX・紙文書
クラウド化』パック

『非対面営業活動』
パック

『コミュニケーション
スタイル変革』パック

『電子申請承認』
パック

稟議や
書類処理を
スムーズに
おこなう
仕組みは…

会社にある
紙の書類を
すぐに確認
したい

ＩＴ導入補助金 ２０２０
サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業

『基幹業務の
テレワーク』パック

※出典元：アドビ「テレワーク勤務のメリットや課題に関する調査結果」を参考にしております

各種パックで解決提案いたします、次ページ以降からの案内をご覧ください。



『非対面営業活動』パック

非対面でも対面同様の営業活動をしたい・・・。

営業に特化したオンライン商談システムなら
移動時間も短縮でき、「お客様」とつなぐ非対面営業を実現！

➢ bellFace（ベルフェイス）

bellFace（ベルフェイス）は、国内No１の電話を使ったオンライン商談システムです。
アプリやソフトのインストール不要で対応ブラウザも多く、あえて音声を電話にすることで相手の働く場所を制限しないコミュニケーション
ツールです。

IEを含む全ブラウザ、
スマホ、タブレットでもつながる。

何よりも

「接続の簡単さ」
を追求！！

● 導入メリット

担当営業お客様

ご参考価格（税別）

ご提案商品
イニシャル
参考価格

月額
参考価格

備考

bellFace
（初期費用）

300,000円
100,000円

10,000円／ID

・契約期間 12ヶ月
・10ID～契約可
・追加費用 9,000円/ID



『FAX・紙文書クラウド化』パック

会社にある紙の書類をすぐに確認したい・・・。

RICOH カンタンファクス仕分け for Cloudなら
自宅や外出先でもFAXが確認できます！

在宅勤務中に
会社にファクスで
届いた緊急注文
にも対応

ファクス受信

・受信したファクス文書をクラウドへ転送
・送信元のナンバー・ディスプレイ番号毎
に所定のフォルダへ自動仕分け
・担当者へメールで通知

ファクス受信

OneDrive
for 
Business®

ご提案商品 参考価格

RICOH カンタンファクス仕分け for Cloud 
月額2,000円／台

年額24,000円／台

※ 設定には別途カスタマーエンジニアによる代行メニューもご用意しております。

※ 仕分けをする場合は受信ファクス回線にナンバー・ディスプレイ契約が必要です。

ご参考価格（税別）

RICOH カンタンファクス仕分け for Cloud」をご使用いただくには、リコー複合機*

および別途クラウドストレージ（OneDrive for Business®）のご契約が必要です。

※「RICOH クラウドアプリケーション スタートパック 5,000円台」、
※「EDWファクス転送アプリインストールキット 2,000円／台」と併せてご購入ください。

●複合機からクラウドへファクスを自動転送！さらに仕分けまで！

RICOH RICOH カンタンストレージ活用シリーズなら
紙文書もクラウドストレージでカンタンに一元管理可能に！ ご提案商品 参考価格

RICOH カンタンストレージ活用シリーズ
月額1,500円／台

年額18,000円／台

ご参考価格（税別）

RICOH カンタンストレージ活用シリーズは、Box、Dropbox、Google ドライブ、OneDriveに対応
しており、お客様にとって最適のクラウドストレージサービスを選べます。

別途、ご希望のクラウドストレージのご契約が必要です。

※ 設定には別途カスタマーエンジニアによる代行メニューもご用意しております。

※「RICOH クラウドアプリケーション スタートパック 5,000円台」と併せてご購入ください。

●自宅からも文書の閲覧・ダウンロードができ、
スピーディーに情報共有できます

RICOH 
MP シリーズ
SP シリーズ

OneDrive for Business

RICOH Smart Integration

データ

OneDriveの
フォルダーへスキャン

OneDrive内の
データを印刷

自分のデータフォルダに
どこからでもアクセス



『電子申請承認』パック

稟議や書類処理をスムーズにおこなう仕組みは…

X-point Cloudなら
日本の商習慣に則ったフロー制御を実現！

ご提案商品 参考価格 備考

X-ponit Cloud 
月額15,000円／30ID
＋初期費用100,000円

最少ユーザー数：
30ユーザー

ATLED Cloud 初期費用100,000円

ご参考価格（税別）

サイボウズOfficeクラウド版なら
スケジュールや掲示板、メッセージなど、社内で情報を共有
するための便利な機能が豊富に揃っています。

ご提案商品 参考価格 備考

サイボウズOffice クラウド版

<スタンダードコース>月
額5,000円／10ID

年額58,800円／10ID
<プレミアムコース>

月額8,000円／10ID
年額94,050円／10ID

初期費用0円
契約ユーザー数

5ID～

ご参考価格（税別）

➢ X-point Cloud

・承認状況は関係者全員がリアルタイムで確認できます。
・電子申請なので、押印申請書も、それに付随する添付書類も
紛失するケースがなくなります。
・モバイル端末からもアクセスでき、外出先でも承認業務が行えます。
・入力内容をシステム的に読み取って自動的に承認ルートを判別
するので、申請者は次の承認者を選ぶ手間がなくなります。

➢ サイボウスOffice クラウド版

・延べ60,000社以上のユーザー様にご利用いただいている
国産のグループウェア
・国内メーカーとして、日本のビジネスに必要な機能を開発
・初めてグループウェアをご利用になる企業様でも、安心の操作性

・サイボウズ Officeのポータル画面からX-pointへシームレス連携できます。

※参考価格は10IDで試算しております。

※参考価格は30IDで試算しております。



『コミュニケーションスタイル変革』パック

遠隔会議やコミュニケーションのベストな方法は…

利用シーンに合わせた遠隔会議システムで解決です。

いつでも・どこでも・だれとでも
場の雰囲気を感じながら、しっかり伝わる
誰もが使いやすいシンプル設計！

➢Teams （Office 365 ）

業務コミュニケーションの
Teams会議で遠隔会議も楽々開催。
資料の共有などコラボレーションを
加速しゲスト（社外）も招くことが可能！

➢RICOH Unified Communication System

➢Apps

➢Advanced

≪社内・社外利用≫業務を通して個人と個人をつなぐ

➢Zoom

接続数100。日常のWEB会議だけでなく
ビデオウェビナーオプションで簡単にWebセミナーが実現。
2019年ガードナー社より
WEB会議システム市場「leader」を獲得の
大注目システム。

➢bellFace

遠隔商談システムとして、お客様をつながるために配慮されているソ
リューションです。インストール不要で対応ブラウザも多く、音声を電話
とすることで相手の働く場所を制限しないコミュニケーションツールです

≪社内・社外利用≫充実の機能にコストパフォーマンス ≪社外利用≫「お客様」とつなぐ非対面営業を実現

≪社内・社外利用≫拠点（現場）と拠点（現場）をつなぐ



利用シーンに合わせ、有効な機能・ご予算よりご提案可能です。
セキュリティリスク軽減の為、
社内用と社外用に環境を分ける利用もおすすめです。

コミュニケーションツールがたくさんあって
どれを使えばいいの？

社内

多人数

社外

個人

多人数 V-CUBE
セミナー

bellFace

Teams

Cisco WebEX
meeting

UCS
Apps・P3500

Zoom

Zoom
セミナーオプション

<参考資料①> Web会議システム用途イメージ



こちらは、弊社独自の観点から比較資料となります。正式な機能差異・価格に関しては 各種製品のHP・ご提案資料にてご確認ください。

ソリューション

RIOH
UCS Apps
Advanced

bellFace
Microsoft

Teams
Zoom

Cisco
WebEX meeting

コスト
年間／PC1
台あたり換算

Apps：36,000円
Advanced：200,000円

120,000円
※別途、初期費用300,000円必要

10,440円 24,000円 66,000円

コスト備考 リコーUCS Apps
サービス料金

シングルフラット3（100ID～）

リコーUCS Advanced
サービス料金

（1～9 仮想会議室購入時の
1室あたりの年額サービス利用料）

＋初期費用50,000円

年額
1,200,000円

（10ID）
+初期費用300,000円

月額
クラウドサービス for 

Office365 E1の場合
300名以下＝クラウドサー

ビス for Office365 
Microsoft 365 

Business Basic 660円
×12か月＝7,920円

年額
開催者を限定することで
コストを抑えることは可能

最適利用
シーン

Apps:社内
Advanced：社内外
拠点間の会議：会議室（複
数人）対 会議室（複数人）
をつなぐ利用に最適！

オンライン商談
営業活動も非対面で
実施しつつも効率を
上げたい！

社内外問わず
個人と個人を業務の中で
つなぐのに最適！

個人、社員同士、社外
（ゲスト）も、慣れた環境を1
つで使いたい場合に最適！

社内も社外も
グローバル展開で使いたい

おススメ
ポイント

Appsは社内の拠点と拠点
での会議に長けています。
コンタクトID制で簡単接続
です。
Advancedは社外など異な
る法人企業やグループ関連
企業との接続や専用環境
がない場合でも、マルチデ
バイス対応でグローバルに
活用できます。

お客様の利用環境を優先
し、負担をかけない利用に
配慮した唯一の営業支援
システム。対応ブラウザも多
く、音声を電話とすることで
ストレスのないコミュニケー
ションを実現します。

テレビ会議システムではな
く業務コミュニケーション基
盤ソリューションです。
Teams会議として開催でき
ますが、チャットやチームプ
ロジェクトとしての使い方が
できます。

わかりやすい機能、外部向
けイベントで利用できるセミ
ナーオプションがあり、コス
トパフォーマンスが非常に
良いソリューションです。
Cisco WebEx の開発者
が起業／2019年ガード
ナー社による市場プロダク
トにて「leader」の位置を
獲得。

伝統・老舗の安心感と技術
力、グローバル対応をお求
めのお客様には最適！クオ
リティゆえの価格。

接続数 Apps:無制限
Advanced：50

1対1（電話による音声）
多地点接続（推奨）：5

Teams会議：250
Teams Live1000

100~500 1024

<参考資料②> Web会議システム比較表



『基幹業務のテレワーク』パック

出社時と同様の勤怠管理ができるのか心配…

奉行Edge 勤怠管理クラウドなら
PCからタブレットから、「いつでも・どこでも」打刻が可能です

ご提案商品 参考価格 備考

奉行Edge勤怠管理クラウド
年間：126,000円

月額350円／1名あたり
＋初期費用 110,000円

※ 従業員
30名まで

の場合。

奉行Edge 給与明細電子化クラウド
年間：18,000円

月額50円／1名あたり

※ 従業員
30名まで

の場合。

ご参考価格（税別）

Web給金帳V3なら
給与明細の電子化が簡単に始められます

ご提案商品 参考価格 備考

Web給金帳V3
給与計算ソフト連携版

100クライアント 1年保守付パック
350,000円

次年度以降
保守更新あり

Web給金帳V3 Cloud
※配信人数100人の場合年額

150,000円
欄外記載

ご参考価格（税別）

➢ 奉行Edge 勤怠管理クラウド

・いつでもどこでも勤怠打刻・申請承認
・業種業態に応じた一連の勤怠管理を自動化
・法改正・労務リスク対策へも手間なく対応
・残業・有休状況をリアルタイムに把握

➢ 奉行Edge 給与明細電子化クラウド

スマートフォン

スマートフォン

総務人事の作業時短ができるのか心配…

➢ Web給金帳V3
➢ Web給金帳V3 Cloud

※ サービスの利用には、給与奉行クラウド、給与奉行10以降が必要となります。

・印刷・封入・封かん作業不要、ワンクリックで配信！
・明細用紙代、印刷費、郵送費不要、コストを削減！
・従業員はパソコン・スマホ・携帯電話・タブレットで確認！
・ 『給与計算ソフト』で作成した給与明細をカンタン電子配信！
・様々な給与計算ソフトと連携しています。
・給与データ等がCSVファイルで出力できれば、対応可能です。

Cloud備考 ※毎月/1年/5年の利用料パターンがございます。
※最低10人から契約可能です。

人数×単価が毎月/1年/5年の利用料となります。

負担軽減

時間短縮
コスト削減

https://1.bp.blogspot.com/-MlDiTR92v8E/Ws2wHRPOFbI/AAAAAAABLas/TviqPZTy0-keiM7CtUVjihIVH-p10RyfACLcBGAs/s800/smartphone_suwaru_woman.png


IT導入補助金2020

ソフトウェア（オプション）

ソフトウェア（業務プロセス・業務環境）

①顧客対応・
販売支援

②決済・債権債務・
資金回収管理

③調達・供給・
在庫・物流

汎用ツール
(テレワーク環境整備)

機能拡張
データ連携

ツール セキュリティ

役務（付帯サービス）

導入コンサルティング
導入設定・マニュアル作成

・導入研修
保守サポート

④業務固有
プロセス

⑤会計・財務・
資産・経営

⑥総務・人事・給与・労務・
教育訓練・テレワーク基盤

※条件によっては、補助金を申請できない場合があります。詳しくは営業担当まで

自動化・
分析ツール

（補助金申請額 30万円以上 150万円未満の場合）

右図ソフトウェア（業務プロセス・業務環境）青枠から
１つ以上の業務プロセスをもったITツールの選択

A類型

（補助金申請額 150万円以上 450万円以下の場合）

右図ソフトウェア（業務プロセス・業務環境）青枠から
４つ以上の業務プロセスをもったITツールの選択B類型

（補助金申請額 30万円以上 450万円未満の場合）

右図ソフトウェア（業務プロセス・業務環境）青枠から
１つ以上の業務プロセスをもったITツールの選択

C類型
加えて、下記3つのいずれかの目的のITツールの選択
①サプライチェーンの毀損への対応
②非対面型ビジネスモデルへの転換
③テレワーク環境の整備

ソフトウェアの 導入費用と併せて
PC・タブレット等の レンタル費用も
補助対象になります

特
別
枠

通
常
枠

中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上に資するものとして
リコージャパンが補助金対象として登録しております。
システム化が不十分な業務分野に導入できるソフトウェアと
関連するオプション、役務からなります。

～ ITツールとは ～

生産性の向上のため業務プロセスの改善と効率化および新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための
ITツールを導入するための経費の一部を補助

■ 事業内容

二次公募受付期間 ： 2020/5/11～5/29  17:00迄

•補助対象経費区分 ： ソフトウェア費、導入関連等

•補助率 (A・B類型) ： 購入総額の1／2以内

(C類型)   ： 購入総額の2／3以内

•補助金申請額： 下記申請条件参照

★公募期間が短いですので、

お早めにご相談ください！！★

■ 申請条件

5月29日(金)
17:00まで


