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我々、富士フイルムＢＩ愛媛株式会社は、富士フイルム

ビジネスイノベーションジャパン株式会社の関連会社とし

て2021年４⽉１⽇に発⾜スタートしました。

ゼロックスブランドから脱却し、富士フイルムブランド

の更なる浸透とお客様への価値提供をより⼀層⾼めていく

私共が富士フイルムＢＩ愛媛株式会社で目指したい姿は以下の通りです。

●常にお客目線で考え、お客様のお困りごと解決を強く意識できる社員となる。

●元気のある前向きな人たちの集まる会社である。

●⼀⼈ひとりが⾃らの⾏動を変⾰し続け、やりがい・働きがいをもったモラールの
高い社員・集団に成⻑する。

●お互いを敬い、お互いを⾒習い、お互いの成⻑を実感し、共に喜ぶことを大事に
する｡

●社内外から期待される十分な成果を残し、貢献を果たし、どこからも信頼される
パートナーとして認知される『強くていい会社』となる。

これからのニューノーマル（新常態）時代に突入していくときに、会社も人も変

わらなければ、生き残ることができません。この姿を全従業員が胸に抱き、お客様

のデジタルトランスフォーメーションを実現し、唯一無二のパートナーとなる為、

弊社はたゆまぬ努⼒を続けてまいる所存です。これからの富士フイルムＢＩ

愛媛株式会社にどうぞご期待下さい。

代表取締役社⻑ 武智 政二

ことを目的に、まさに“挑戦”という⾔葉が相応しい中での発⾜となります。

ごあいさつ
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『働き方』を体感して頂くオフィス
ライブ・オフィスをスタートしました！

新たな働き方を促進する

「かわる・つながる・ひろげていく」

ビジネスの課題解決のヒントが、

きっと⾒つかります
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yuji.hyodo

弊社も全ての拠点に導入いたしました！



■飛沫感染
病原体を含んだ鼻水や唾液、痰などの飛沫が、感染者の咳やくしゃみ
などで、飛び、粘膜に付着することで感染します。

■空気感染
空気感染は、⾶沫感染とは異なります。咳やくしゃみで⾶んだ⾶沫の
水分が蒸発した後、病原体のみが⻑時間空気中を漂い、その空気を吸
い込んだ人が感染します。

■接触感染
皮膚や粘膜の直接的な接触や、ウイルスがついた物に触れた手や物を
介して感染が起こります。ウイルスが付着した物を触ってウイルスが
ついてしまった手で、目・鼻・口のあたりを触ることで感染します。

■経口感染
感染動物の肉を食べることで感染するBSEなどや、糞便で汚染された
水などを経口摂取することで感染するO157やノロウイルス、ロタウ
イルスなどがあります。以前流⾏したSARSでも糞便からの感染が
報告されています。

マスクで予防 フェイスガードで予防

感染リスクが高いのは「付着菌」！

⼈混みでの⾶沫感染、公共施設や公衆トイレの利⽤、電⾞・バスなど公共機関での他者との
接触、職場内での接触など、日常生活をする上で避けられない場面で、衣服や鞄、スマート
フォンなど、身の回りの物に付着してしまう菌。

それが「付着菌」です ※飛んでいるものは「浮遊菌」

空気清浄機とオゾン発⽣器の効果の違いは？
■空気清浄機
汚れた空気を吸い込み
キレイな空気を放出
つまり『空気だけをキレイにする』

■オゾン発生器
空気だけではなく
テーブルや絨毯、カーテン、エアコン、
台所に『付着した菌にも有効』です

空気 ペット 空気 ペット カビ テーブル エアコン 絨毯 カーテン

浮遊菌のみ有効！ 浮遊菌と付着菌にも有効！
⇓しかも、感染リスクが高いのは付着菌！
安⼼！

⇓
安⼼？？
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新 富士フイルムブランドのご紹介
A3カラー複合機

新発売

新しい日常、新しい「Apeos」。

生まれ変わった操作パネル
 スペースをとったゆったり配置
 「あの設定をもう⼀度」が
できる「クイック」

 よく使う設定を「ピン留め」
ですばやく操作

 うっかりスタートを防止する
「スライドスタート」

 抗菌フィルム対応

ワンタッチボタン
 ハードワンタッチボタン
オプション化

 ソフトウェアのワンタッチ
ボタン対応

らくらくセットアップ
 ドライバーやユーティリ
ティーを一括インストール

たくさんの人が使う複合機だから、抗菌にも配慮しました。
 抗菌加工された操作パネル
 電源ボタン、ホームボタンに、抗菌樹脂を採用
 指すべりや指紋による汚れも防止

富士フイルム複合機の基本操作が可能なモバイル端末用アプリケーションです。
Portable UI for Businessは、コピー、スキャン（メール送信/ボックス保存）、ファクスの基本操
作をiOS端末やAndroidTM端末で実現します。
原稿をセットして、モバイル端末を複合機のNFCタッチエリアにかざすだけでジョブがスタートしま
す※1。自席に座ったまま、使い慣れたモバイル端末で設定を⾏い、原稿をセットしたら複合機に
タッチするだけなので次の⽅をお待たせすることなくスムーズにご利⽤いただけます。

①文字拡大 ②音声読み上げ ③拡大表示 ④色反転

コピー、ファクス、スキャン
（メール送信/ボックス保存）
の設定内容を「お気に入り」
に保存、「お気に入り一覧」
からワンタッチで設定を呼び
出し操作することが可能です。
お気に入りは、最大30件登録
可能です。

非接触タッチパネル Portable UI for Businessの特⻑
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電子文書を紙のように扱える

DocuWorks 9.1のご紹介

DocuWorks 9.1

DocuWorks 9.0とDocuWorks 9.1（最新Ver）の主な変更点

アノテーションで指定した領域を抽出して、
必要な情報だけをまとめた要約を簡単作成できます

デザインを一新した
最新のDocuWorksをご利⽤いただけます※1

「お仕事バー」の機能※2がDW文書だけでなく、
PDF文書に対応。お仕事バーをもっと活用できます

※1 DocuWorks 9.1より、高圧縮XDW文書生成機能、DocuWorks Context Serviceのクライアント機能を削除しました。
※2 Ver.9.1で機能拡張したお仕事バーの機能は[検索してマーク][アノテーション貼り付け][ページの並び替え][ページの割り付け][イメージページの分割][イメージ変換出⼒]となります。

DocuWorksからボタンを押すだけで、
最寄りのセブン-イレブンでネットプリントが可能です

法人様向け「ネットプリントサービス for business/for
business afterpay」も連携しているので、プリント料⾦の
後払い一括精算など、ビジネスでも安⼼してご利⽤いただ
けます。

旧バージョン（7/8/9）からのアップグレード商品をご用意
いたしました。

PDFのスキャン⽂書をよく利⽤するお客様、PDFの注釈機
能を利⽤したいお客様におすすめします。

アンケートや日報の集計や、契約書や業務規定の要約文書
が簡単に作成できます。電子文書の活用推進を進めたいお
客様におすすめいたします。

お仕事バー
DW文書/PDF文書
どちらも利⽤可能

簡単登録

お仕事バー
お仕事バー

店舗でお客様が手書き
されたご意⾒書を
スキャンしてトピックス
だけ抜き出したい。

UIやアイコンが新しくなりました。DocuWorks 9の機能は継続してご利⽤いただけます。
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複合機、ソフトウエア、クラウドサービスで働き⽅の変⾰を！

新しいショウルームバスで
ご覧ください！

2021年4月、多様化するオフィス環境に変革をもたらす、進化し続ける商品群として
新ブランド「Apeos」が誕生しました。複合機を基点にお客様の働き方改革をさらに加速します。
ぜひショウルームバスでご確認ください。

 ミーティングボード
MAXHUB 55インチ

 ソフトウエア
DocuWorks 9.1

 クラウドサービス
WorkingFolder
ApeosPlus CardsR
Zoom等のWeb会議 ほか

申し込み
ショウルームバス内での3密を避けるた
め1回の定員は5名とさせて頂きます。

事前に担当営業までスケジュールの確認
をお願いします。

主なデモ可能ソリューション

ApeosC2570 ApeosC5570

人びとの暮らしやニーズが多様化する中で、
ビジネスをさらに強化するために。
新生「Apeos」は、⾼度なセキュリティーをベースに、さまざまな先進機能を、誰もが使い
やすいカタチで提供します。
各種のソリューションやサービスともスムーズに連携し、場所や時間にとらわれない、一人
ひとりに最適な働き方を支援します。

新しい日常、新しい「Apeos」。

すばやく使える、やさしい操作性

リモートワークも、かんたん・スムーズ

⽂書の管理・共有もスピーディ－

⼤切な情報を、しっかりガード

 迷わない、直感的な操作感
 すぐに出⼒でき、待たせない

 小さい、どこでもつながる
 リモートワークで使える

 毎⽇の仕事を効率化
 オフィスワークを支える

 お客様の⼤切な情報を守る

新商品
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©2021 J.D. Power Japan All Rights Reserved.
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J.D. パワー 2020年カラー複合機顧客満足度調査SM 〈ラージ＆ミドルオフィス市場編〉。従業員30名以上の企業6,713社からの回答による。 
顧客満足度の測定にあたっては「商品」「コスト」「営業対応」「保守サービス」の4つのファクターを設定し、各ファクターの総合満足度に対する影響度をもとに総合満足度を算出。

富士フイルムビジネスイノベーション（旧富士ゼロックス）は、
J.D. パワーのカラー複合機顧客満足度調査
ラージ＆ミドルオフィス市場部門で第1位を受賞

「商品」「営業対応」で業界最高評価

上記以外のランキング対象企業：京セラ、コニカミノルタ、シャープ、東芝（五十音順）

※調査及び公表時の名称は富士ゼロックス。 2021年4月1日に社名変更。

Special Power Report

富士フイルムビジネスイノベーションは総合満足度を構成する「商品」「営業対応」ファクターで業界内の最も高い評価を得ている。 
また、「保守サービス」ファクターについても業界平均を上回る高評価となっている。

セキュリティ機能のユーザー評価も業界トップ
各種セキュリティ機能に関する使用実感においても、富士フイルム
ビジネスイノベーションの複合機は顧客から高い評価を得ている。
以下の全ての内容において業界最高評価となった。

「今後も同じメーカーを選びたい」も業界トップ
次回、買い替え等の際に同じメーカーの製品を選びたいかという
再導入意向においても、富士フイルムビジネスイノベーションは
業界内で最も高い評価を得ている。顧客ニーズや期待に合致した
製品の提供や、顧客個々の状況に合わせた情報提供・フォロー
活動が行われていることが背景にあると考えられる。

富士フイルムビジネスイノベーション（※）は、顧客
満足度の国際的な調査機関J.D. パワーが実施した
2020年カラー複合機顧客満足度調査〈ラージ＆ミドル
オフィス市場部門〉において総合満足度第1位を受賞
した。本調査は年に一回、全国の従業員数30名以上
の企業を対象にオフィスで使用するカラー複合機の
満足度を測定している。富士フイルムビジネスイノ
ベーションの総合満足度は659ポイントとなり、最も
高い顧客評価を得た。2003年の当調査開始以来、
実に14回目の総合満足度第1位受賞となった。

659

654

657

651

 （1,000ポイント満点）

※詳細項目評価（10ポイント満点）※ファクター別の満足度（1,000ポイント満点）

総合満足度ランキング 〈ラージ＆ミドルオフィス市場〉

58%
51%

48%
44%

48%
45%

49%

47%

45%

43%

商品
富士フイルムビジネス

イノベーション

業界平均

保守
サービス

営業対応

複合機のセキュリティ機能に関する印象
（そう思う、まあそう思うと回答した割合）

再導入意向
（同じメーカーを選ぶ、たぶん同じメーカーを選ぶと回答した割合）

リコー
キヤノン
業界平均

富士フイルムビジネス
イノベーション（※）

富士フイルムビジネス
イノベーション

業界平均

富士フイルムビジネス
イノベーション

富士フイルムビジネス
イノベーション

業界平均

ユーザー認証／ユーザー管理機能が
使いやすい／設定しやすい
不正コピー抑止機能が

使いやすい／設定しやすい

スキャン文書保護機能が
使いやすい／設定しやすい

ファクシミリ誤送信防止機能が
使いやすい／設定しやすい

監査ログ管理機能が
見やすい／わかりやすい

富士フイルムビジネスイノベーション 業界平均　

富士フイルムビジネス
イノベーション 業界平均

95%

683

667

618

607

692

688

保守サービス担当者の
訪問の迅速さ／タイミング 保守サービス効果

作業をはじめてから
完了までの時間

継続的な有益情報の提供

導入後の効果確認や
フォローアップ

仕上りのきれいさ

複合機の各機能の
便利さ／機能の豊富さ

運用管理機能の
よさ・使いやすさ

故障・トラブルの少なさ

操作のしやすさ／
わかりやすさ／扱いやすさ

カラー複合機や
連携サービスに関する

提案の質

外観・デザイン

■以下の詳細項目で業界トップ評価

■以下の詳細項目で業界トップ評価 ■以下の詳細項目で高評価

■以下の詳細項目で高評価

6.08
5.98

6.93
6.90

6.94
6.87

7.03
6.99

6.82
6.66

6.93
6.71

6.50
6.33

6.92
6.77

7.12
6.85

6.84
6.72

6.84
6.74

6.49
6.33
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手書き文字

フリガナ

取り消し

FAX受信文書

活字

数字

メールアドレス

漢字

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

• ⼿書き⽂字の認識率があまり⾼くない
• FAX文書は傾きやノイズがあるため読み取れない
• 精度を上げるための辞書の割り当てにはコツが必要
• 読み取りミスが多いので、せっかくデータ⼊⼒を⾃

動化しても確認/訂正作業が膨大になってしまう
• OCRの導⼊を断念

⾼精度な⽂字認識
• 活字はもちろん、⼿書き⽂字も⾼精度で認識可能。

特別な事前学習などは必要なしに、すぐに使い始め
られます。

• 認識枠の設定は、認識させたい部分を囲むだけ。辞
書を割り当てなくても⾼精度で認識ができます。

一般的なOCR利⽤において想定される課題 DX Suiteの特徴

読み取りたい項目や書類は様々

書類には様々な文字や
記入者による書き方の特徴がある

手書き・活字、郵送・FAX等、読み取りたい項目や書類の状態は様々です。

DX Suite特徴（一般的なOCRとの⽐較）〜⾼精度な⽂字認識〜

<読取画像>

<OCR結果詳細>

クセ字や複数⾏で書かれた⽂字も
読み取ることが可能です。

押印も除去することができます。
注：ただし、⽂字と押印が被ってしまうと⽂字ごと

除去されてしまうことがあります。

枠から文字がはみ出していたとしても、
文字も補正して読取ります。
読み取った中に、取消線があった場合は、
適切に除去しります。

①

②

③

①

②

③

<読取結果表示>

Intelligent OCR 読み取り例 〜スキャンした伝票〜
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お客さまにオフィスソリューションをご提案させていただく上で、事務所をライブオフィスにしま
した。トレンドなオフィス家具・色も複数取り揃えておりますので、移転やレイアウト変更をご検討
のお客さまは勿論のこと、体感によるオフィス環境の「気づき」に繋がればと思います。また、実際
に社員が働いているオフィスをご覧いただくことで、お客さまのオフィスの様々なお悩み解決のご参
考にしていただければ幸いでございます。

感染対策をしてお待ちしておりますので、ぜひ、お気軽にお越しください。

ライブ
オフィス
⾒学開催中！

会 社 名

代 表 者

業務内容

関連会社

主要取り扱い
メーカー

営業拠点

富士フイルムＢＩ愛媛株式会社 https://www.fujifilm-fbehime.com

代表取締役社⻑ 武智 政二

●富士フイルムビジネスイノベーションが提供する事務用機器の直接・間接販売およびシステム・サービスの提供

●各種コンピュータ・システム、各種パッケージソフト、各種周辺機器の販売

●ドキュメントソリューションシステム、インターネットシステムの構築

●オフィス家具・オフィス用品の販売

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

富士フイルムビジネスイノベーション、コクヨ

松山支店、東予支店

会社概要

本社・松山支店 愛媛県松山市三番町7丁目1-21 ジブラルタ生命松山ビル9F TEL：089-993-8861
東予支店 愛媛県新居浜市久保田町1丁目2-5 朝日ガス 第二ビル2F TEL：0897-47-8311
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