
FB愛媛 magazine

P2 企画経営を360°可視化する「NI Collabo 360」！

P3 簡単置くだけ、集中ワークブース「Remote Cabin」！

P4 勤怠管理システムの⾒直しはございませんか！

P5 電子インボイス(請求書の電子化)は「DX推進」の第⼀歩！

P6 蜜を避けた6⽅向投射可能なプロジェクター！

P8   今が電⼦データ保存スタートのタイミング！

P9 紙と電⼦を⼀元管理！ DocuWorks！

P10 全国の救急⾞1700台にも搭載、感染対策オゾン発⽣器！

P11  新 ショウルームバスで様々なソリューションを体感！
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イ チ オ シ ！

NI  Collabo 360 A社 B社

グループウェア ワークフロー 経費精算
A社 C社 D社
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Remote cabin
オフィスでのWeb会議や集中業務に

プライベートワークブース

⻑時間利⽤
でも快適に

2時間以上の利用を想定し、閉塞感を感じにくく、快適に作業できる空間と
なるよう、ブースやデスクのサイズにこだわりました。また、消防法の規定
は遵守しながら、「通常の会話音声」を「ささやき声」程度に抑える遮音性
能により、より集中して業務に取り組むことができます。

かんたん設置、
安全設計

大掛かりな工事不要、ブース本体の床をなくし、オフィスの床上に組み立
てるだけのかんたん設置。そのため、段差もなく、安全な設計になってい
ます。

安心・安全
感染症対策

施工時に抗ウイルス効果のあるHealth Bright Evolution®（ヘルスブライトエボ
リューション®）でコーティングします。※コンフォートクラスはオプション

選べる大きさ、
選べる働き方

オフィス環境、働き方、シーンに合わせて三種類のモデルをご用意しました
また、二人用のRemote Cabin VV（ダブル）のご用意もございます。

長時間利用を想定した、足をのばせる快適設計

短時間から数時間の
集中作業まで快適に

Comfort
class

一日しっかり集中して
働きたい日に

First class

選べる大きさ、選べる働き方

たくさんの資料を
広げて作業するなら

Business
class

2人用ワークブース
リモートキャビンVV
Suite class

カラーバリエーション

ブラックアウト ⽩・⿊

オールブラック ⿊⼀⾊

ウッドモダン ⽊⽬・⿊

本体･搬入施工費込み：998,000円（税別）〜
詳細は営業担当にお気軽にご相談下さい。

イ チ オ シ ！
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「働き⽅改⾰関連法」制度概要のポイント

クラウドで運用したい

（ＯＢＣ）

集計だけでもラクにしたい…

就業大臣NX(応研)

就業奉⾏(OBC)

TimePro(アマノ)

就業管理クロノス(クロノス)

タイムレコーダーと連動し､
有休の付与・残数も管理したい

就業・人事・
給与業務を⼀元管理

勤次郎シリーズ
(日通システム)Time P@CK(アマノ) （PCA） （ネオキャリア）

（Donuts）

36協定の特別条項で定める限度時間に上限が設けられ、上限を超えると罰則が適⽤。
時間外労働時間と休日労働時間を合算した時間数が規制対象となります。

＜一般条項＞1カ月45時間、1年間 360時間の時間外労働時間を限度時間とする
＜特別条項＞① 年間の時間外労働時間は720時間以内(月平均60時間)

② 単月の時間外労働時間は100時間未満(休日労働含む)
③ 2カ⽉〜6か月の平均時間外労働時間は80時間以内(休日労働含む)
④ 月45時間を超える時間外労働は年6回まで

※ 特別条項の②、③は一般条項で時間外労働させる場合も適用され、休日労働も含め規制

＜罰則＞ 違反した場合には、６カ月以下の懲役又は30万以下の罰⾦が科せられます。

必要となる実務
36協定で定めた時間外労働時間数と実態の時間外労働時間数を常に確認
（⽉間・年間累計/年間回数/複数月の平均）
36協定で定めた時間外労働時間数を超えそうな従業員に対する残業抑制の指導

システム要件
36協定の上限時間を超えそうな対象者とその上司へ自動アラートで残業抑制(早く気付く仕組みが必要)

2020年4⽉から中⼩企業様も時間外労働の上限規制が始まりました！

残業時間が1分でもオーバーしていないことを管理するため、
⽇々の業務終了時刻（打刻情報）を厳密に管理できる仕組みが必要です。
また、特別条項②は毎月数値が変動するため、Excelでは管理しきれない可能性があります。

今のままだと
何が問題？

残業時間の上限規制/有休の確実な取得をはじめとした法律が2019年4月1⽇施⾏されました。
「働き⽅改⾰関連法」の具体例（労働時間法制の⾒直し）

「働き過ぎ」を変える制度
残業の上限設定
勤務間インターバル制度
年次有給休暇の確実な取得
割増賃⾦率の引き上げ

「ワークライフバランスや
柔軟な働き⽅」を変える制度
労働時間状況の客観的な把握
フレックスタイム制の導入
⾼度プロフェッショナル制度

量の
改革

質の
改革

※ 参考⽂献： 厚⽣労働省「働き⽅改⾰〜⼀億総活躍社会の実現に向けて」、「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

法令違反を防ぐには、勤務状況を把握して是正することが重要です

現在の勤怠管理システムの「⾒直し」はございませんか？
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電子インボイス(請求書の電子化) は「DX推進」の第⼀歩！

＋

請求書等保存方式 区分記載請求書等保存方式
2019年10⽉〜

適格請求書等保存方式
2023年10⽉〜

2023年10月1日 適格請求書等保存⽅式（インボイス制度）の導⼊

○消費税改正スケジュール

インボイス制度において、請求書に税率ごとに区分した⾦額の記載が無い場合は
お取引できない企業が発生するため、インボイス制度への対応は必須となります！

適格請求書を取り扱うことによって、買い⼿・売り⼿双⽅にこれまでにない業務負荷が発⽣！ポイント

電子インボイスとは

電子インボイス（請求書の電子化）は、DX推進の第⼀歩！
消費税改正と新型コロナウィルス対策を兼ね備えた

最も効果のあるデジタル化（DX）に取り組みませんか？

※2020年12月 電子インボイス推進協議会「EIPA（エイパ）」により、電子インボイスの仕様に国際規格「Peppol（ぺポル）」を採用と発表

電⼦インボイスとは、インボイス制度において仕⼊税額控除に必須となる
適格請求書を電子化する仕組みです。

企業には今後、インボイス制度に向けて適格請求書の発⾏準備とともに、電⼦インボイスの導⼊も
求められます。

1. 仕訳⼊⼒から仕⼊税額控除の計算まで業務が⾃動化

2. 高い真正性で改ざんの心配がない

3. 海外取引も国内取引と同様に対応できる

4. 適格請求書の保管・管理・検索が容易になる

5. 在宅勤務やテレワークでも請求書業務ができる

メ
リ
ッ
ト

インボイスを「電子化」することで、
複雑な業務をかんたんに！

請求管理電⼦化システム

（OBC） （ラクス） （インフォマート）

販売管理システム

（OBC） （PCA）

（応研）

（弥生） （内⽥洋⾏） （MJS）

（アイル）

（富士通）
GLOVIA smart

DX
推進

適格請求書等保存方式(インボイス)と電子インボイス対応
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3つの特長

富士フイルムプロジェクター

FP-Z5000

密を避けたFP-Z5000活用のご案内

1． レンズが回転。縦置き/横置きが可能

2． 非常に短い距離で映像投写が可能
（75cm離れると100インチの投写可能）

3． 映像を大きく動かせるシフト機能

今までの会議や研修

今までの会議や研修は、隣席との距離は近く「密」でした。

でも、それが普通でした。しかし、新型コロナの影響に

より、普通が普通ではなくなってきました。

密を避けた会議体系への変化

「密」を回避するために、椅子やテーブルの間引きで

隣席との距離を保つようにしたり、Webを通して会議や

セミナーを行ったり運営も変化してきています。

大きな会議室を使用するには人数が少なすぎてもったいない。
でもプロジェクターは会議室にしかない。会議可能な場所で適宜開催したい。

⚫ 持ち運びも簡単
⚫ 6方向への投写が可能なので、設置場所を選びません
⚫ 壁をスクリーンとして使用できますので、スクリーンを用意する必要はありません
⚫ 投写面と本体の距離が短くても大画面で投写可能（75cm離せば100インチ）

場所をえらばす、どこでも会議・研修

FP-Z5000
の特長

運ぶ終わる使う運ぶ終わる使う運ぶ

会議室A オフィス空スペース

密です

密を避けて
大画面投写
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担当の営業に、お気軽にお問い合わせください。

FP-Z5000の特長

縦置き/横置きの両方に対応、2軸回転機構レンズ（上下・前後・左右切り替え、回転）、利用シーンに合わせた

多彩な投影方法を選択できます。本体厚さ108mmのフラット収納と広域レンズシフトで、現場への運びやすさ

とセットアップのし易さを実現します。

DHC_D

製品仕様

安定した平置き設置 省スペースの縦置き設置

持ち運びに便利な
フラット収納

6方向投写、全22パターンのバリエーション

多彩な設置/投影を可能とする
２軸回転機構レンズ

製品の仕様および外観は予告なく変更する場合があります。
※1 TR（Throw Ratio スローレシオ）は投写距離/スクリーン横サイズを表した値です。

※ 本製品はクラス1レーザー製品です。ビームを覗き込まないようご注意ください。

型名 FP-Z5000

DLPチップ

サイズ 0.65型 アスペクト比16:9

表示方式 1チップDLP方式

画素数 2,073,600画素（1,920×1,080）

レンズ

タイプ 屈曲型二軸回転機構レンズ

レンズシフト 電動：V±82% H±35％

ズーム 電動：x1.0～x1.1

フォーカス 電動

投写比（TR値※1） 0.34（ワイド側）～0.37（テレ側）

焦点距離 f=5.0mm（ワイド側）～5.5mm（テレ側）

Fナンバー F2.4（ワイド側）～F2.49（テレ側）

光源 レーザーダイオード

明るさ 5,000lm

コントラスト比 12,000：1

投写画像サイズ 70型～300型 約0.5m～2.3m

音声出力 10W×1

走査周波数
水平 15K～102KHz

垂直 23～120Hz

最大表示解像度（横×縦） 1,920×1,080

入出力端子

HDMI 3系統

HDBaseT/ LAN 1系統 RJ-45

USB 
（DC5V出力のみ）

1系統 Type A

使用環境
動作温度 0～40℃（ただし、結露しないこと）

保存温度 -10～50℃（ただし、結露しないこと）

電源 AC100V～240V 50/60Hz

最大消費電力 700W

消費電力（スタンバイ時） 0.5W

外形寸法
幅470ｍｍ × 奥行き375ｍｍ × 高さ108ｍｍ
（レンズ収納時、突起部除く）

質量 約12.5kg

付属品

リモコン、単4型乾電池（2個）、
レンズキャップ、HDMIケーブル（1.8ｍ）、
電源ケーブル（3.0m）、
縦設置用スタンド（2個）、簡易説明書

ホワイトモデルブラックモデル

驚きの映像は、デモ機にてご覧下さい。
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電子帳簿保存法要件緩和のポイント
2022年1月から大幅緩和！ 今が電⼦データ保存スタートのタイミング！

2022年(令和4年)1⽉〜要件緩和の主なポイント

電子帳簿保存法の要件を満たすためのシステム導入が必要
必要な対応 対応システム例

スキャナーの導入

タイムスタンプ付与

⽂書管理システム
の導入

・複合機 Apeos シリーズ（富士フイルム ビジネス イノベーション）
・その他スキャナー機器

・アマノタイムスタンプ（アマノセキュアソリューションジャパン）
・タイムスタンプ for kintone（サイボウズ）

・DocuShare（富士フイルム ビジネス イノベーション）・ ScanSave （アンテナハウス）
・Smart Workstream（富士フイルム ビジネス イノベーション）

経費精算システム
の導入

・楽楽精算（ラクス）・Concur（コンカー）
・MajorFlow Keihi（パナソニック ネットソリューションズ）

税務署への事前の承認申請が不要
事前承認制度の廃⽌

・承認のための申請書を作成
・3か月前までに税務署へ申請書の届出

条件さえ満たしていれば、
税務署への〝事前申請なし〟で電子帳簿保存法が適用

電⼦化までの期間が⻑くなります
タイムスタンプ要件の緩和

・受領(署名)後の3日以内
・書類の受領者がタイムスタンプを

付与する場合自署が必要

・最⻑2カ⽉以内に⾏えばOK
・訂正又は削除できないシステム(クラウドシステム等)
でデータを受領すればタイムスタンプ不要

スキャナ保存(電子化)は1人でOK！原本をすぐに廃棄OK！
適正事務処理要件の廃⽌

・原則2名以上の体制(チェック体制)
・1人でOK
・原本は､スキャナ後にすぐに破棄が可能

検索要件の簡素化により実施ハードルが下がる
電⼦データ保存の検索要件の緩和

・取引年⽉⽇、勘定科⽬、取引⾦額やその帳簿の
種類に応じた主要な記録項⽬を検索条件として
設定できることが必須。⽇付や⾦額に係る記録
項目に関しては､その範囲を指定して条件を設
定が必要であり､2つ以上の任意の記録項目を組
み合わせて条件を設定することも要件

・複数要素検索や範囲検索が不要になる。
検索要件が年⽉⽇・⾦額・取引先のみになるなど
簡素化を実現。

・国税庁などの要求によって電子データのダウンロー
ドに応じることとする場合は、範囲指定や項目を組
み合わせて設定する機能の確保が不要

2022年(令和4年)1⽉〜

2022年(令和4年)1⽉〜

2022年(令和4年)1⽉〜

2022年(令和4年)1⽉〜

特定のクラウド会計システム(優良電⼦帳簿システム)で優遇制度と不正⾏為にかかるペナルティ

通常の過少申告加算税から申告漏れに係る法人税・消費税の5％が控除されます。
電⼦帳簿の保存を⾏っていると、うっかりミスに関してのペナルティが少なくなります。

2022年(令和4年)1⽉〜

改ざんによる不正計算が把握された際は、重加算税の額に10%が加算されます。
そのため、不正や不備を防ぐ対策や措置がこれまで以上に重要になります。

優遇制度

不正⾏為発覚時
のペナルティ

財務・会計・基幹システム
の導入

・勘定奉⾏（OBC）奉⾏証憑保管クラウド（OBC）
・財務大将（MJS）・会計大将（MJS）・Dr.Sum （ウイングアーク1st）
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●オフィスの紙、もっと減らせないかなぁ
●ドキュメント業務、もっと簡単にならないの？
●ファクスの仕分けの手間、何とかならないかなぁ
●外出先から社内の⽂書を参照できないの？

DocuWorks がオフィス業務の課題解決を支援します

紙の出⼒が不要に ドキュメントの操作が簡単に

クラウドサービスを連携すれば
モバイルワークが快適に

ファクス業務も効率化

紙の文書を扱う感覚で簡単に操作できます。
また、受け取った DocuWorks 文書は無償のソフトで閲
覧することができます。

付箋を付ける、マーカーで線を引く、注釈を書き込む、
スタンプを押すなどの操作が可能です。

『Working Folder』と連携すれば、DocuWorks Deskか
ら保存した社内文書、モバイル端末で外出先から閲覧
できます。

複合機連携

DocuWorks連携

Webブラウザー
から

モバイル連携

スタンプ

日付印

付箋

テキスト

マーカー

受信ファクスをDocuWorks文書として保存できます。
『DocuWorks トレイ2』の導入で、ファクス受信のメー
ル通知も可能です。

ペーパーレス
ファクス

⾒積依頼者

⾒積作成者

メール通知

⾒積依頼
受信

⾒積書
送信

DocuWorks トレイ2

⾒積書
受信

⾒積依頼
送信

*『Working Folder』は富士フイルム ビジネス イノベーション（株）が運営する⽉額課⾦制の
クラウドサービスです。*『DocuWorks トレイ2』は DocuWorks の別売オプションソフトウェアです。

オフィスドキュメント

イメージファイル

PDFファイル

さまざまな形式の文書を
DocuWorks 文書に変換し、
『電子の机』で⼀元管理！

紙と電子を一元管理
『電子の紙』を実現するドキュメントハンドリング・ソフトウェア

お困りごと

DocuWorks

万
ライセンス達成
680

BMP

Working Folder

Docuworks
Version9.1
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1700
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yuji.hyodo

弊社も全ての拠点に導入いたしました！



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！

働き方を変えるソリューションを
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

MAXHUB

バスの中
ゆったりスペースで

座ってご覧いただけます。
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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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