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新型コロナ感染対策「抗菌QゲートS-D」！

P4

収納庫内外を最大限にいかすパーソナルロッカー「iNON」！

P5 Web会議や集中業務にイチオシ「Remote Cabin」！
P6 カラープリンターのランニングコスト⾒直しませんか？
P7 全国の救急⾞1700台にも搭載、感染対策オゾン発⽣器！
P8 愛媛県「テレワーク機器等導⼊⽀援事業費補助⾦」！
P10 社内外問わず簡単・安全・確実なクラウドサービス！
P11 新 ショウルームバスで様々なソリューションを体感！

「新型コロナウイルス感染対策︕」

イ チ オ シ ！

抗菌QゲートS-Dのご紹介
菌やウイルスは衣類や持ち物などに付着して ⼈が運んでくる？！

抗菌Qゲートを

通るだけで

抗菌効果が
1日中 続く！！

施設内に、菌・ウイルスを持ち込ませない
※ イメージ

抗菌Qゲートを入口に設置するだけ
通過時にセンサーが感知し、細かなミスト状の「ウイルス増殖環境 消滅」が
衣類や持ち物に付着した菌やウイルスの増殖を抑制、施設内に菌・ウイルスを
持ち込ませません。

抗菌Qゲート が 安全な環境を守ります
菌やウイルスの増殖を抑制

実証済みの抗菌効果

独自のナノ密着技術で成分の複合化に成功しま
した。さまざまな効果を持つ成分を組み合わせ
た抗菌材に触れた菌やウイルスはダメージを
受け不活性化します。

大学の研究室や試験センターの検証で、菌やウイ
ルスに対し、抗菌効果が⻑時間、また⻑期間持続
することが実証されています。（製品により違いあり）
※ 同等製品の「ウイルス増殖環境 消滅」での検証

人にやさしい

抗菌効果の仕組み
（イメージ）

成分に一つひとつはとても弱く、人にやさしい
ものを使用しています。だから、身体に触れて
しまっても安心です。（急性経口毒性試験・⽪膚⼀次刺激
性試験済み）

※
※
※
※
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全ての菌やウイルスに効果があるわけではありません
使⽤環境などにより効果が異なります
病気治療や予防を⽬的とした製品ではありません
本製品は衣類などに付着した菌やウイルスに対する使用を目的とした
もので人体に使用することを目的としている製品ではありません

抗菌QゲートS-D

製品仕様書

1. 概要
本製品はセンサーで人を感知し、衣服に抗菌剤「ウイルス増殖環境消滅Q」を噴射するゲートです。

2. 特徴


足元の透過型赤外線センサーで人を感知し
10ミクロンの細かい粒⼦を噴霧



容器の液剤が少なくなった際のアラーム機能
（ブザー、ランプ点灯）



設置場所に合わせ高さ、幅の調整が可能



人感センサーによる音声案内機能



160PSIのモーターで液剤を圧送

3. 構成

4. 製品仕様

品名
フレーム本体

内容

数量
1

化粧ねじ（⼤）：柱/8本

1

化粧ねじ（中）：脚、上部/12本

1

化粧ねじ（⼩）：POP用/4本

1

ユニット

モーター、電気装置、電磁弁

1

延⻑コード

5m

赤外線センサー

反射式距離測定型

組み⽴てねじ

抗菌QゲートS-D

使用人数

1回あたり1人

使用液剤

ウイルス増殖環境 消滅Q

液剤使⽤量

1回あたり6〜8cc使用

ゲート

アルミフレーム13本

製品名

寸法

各1

高さ
幅
奥⾏

BOX

1,900〜2,100mm（内寸）
2,080〜2,280mm（外寸）
850〜1,130mm（内寸）
1,000mm（外寸）
W620×D440×H490mm

1

マット

1,200×2,000mm

ゲート

6.8kg

BOX

2.6kg

マット

6.4kg

ノズル&ホース

ノズル：微粒⼦型/ホース：⻑、短2種類

1

ホースコネクタ

2又つなぎ付

1

ランプ

LED赤

1

電源供給

AC100V電源

BOX

アイボリー（キャスター付）

1

電気回路

DC12V

マット

ダークグレー

1

消費電⼒

100W

POP

TOP用（取付ネジ付）

1

使用環境

屋内

L字注意事項

アクリル

1

動作温度

-10°〜50°

動作湿度

0〜80%

重量

5. 製品イメージ

開発・製造元

■抗菌QゲートS-Dセット
225,000円（税別）
イニシャルの専用抗菌剤（16L／約2,000回分）
薬液BOX・マット・トップ/再度POP・送料込み
■設置/設定費
■補充用消耗品
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40,000円（税別）
専用抗菌剤

ウイルス増殖環境消滅Q

40,000円（税別）

今月から弊社「ライブオフィス」の便利活用什器をご紹介︕
その①︓フリーアドレス用パーソナルロッカー

イ チ オ シ ！
■高いセキュリティ管理と
簡易なメンテナンスを誇る
4種類のキータイプ

ダイヤル

シリンダー

プッシュオート

ICカード

「多様化する働き方とガジェットを研究して生まれた、庫内を仕切有効活用する工夫」
営業や総務など、職種別で異なる各ツールの仕様頻度をリサーチ
A4タテヨコも同時に収納できる仕切り、郵便物が取りやすい透明性のあるメールポケットなど、

定番のホワイト色に加えてブラック色もラインナップ。

個人それぞれ違う収納への要望をかなえ、作業の効率化をもたらします。

■庫内を有効活用できる仕切り（庫内仕切り）

■どんなインテリアにも馴染む
シンプルかつモダンなデザイン
細かいモジュール設定にも配慮しました。

■小物を整理しやすい扉裏

（扉裏トレー＋メールポケット）

メールポケット
（透明で分りやすい）

ノートPC

Bタイプ

扉裏トレー

Sタイプ

A4ヨコ置きのファイルボックスが

（他にはない便利な小物入れ）

A4タテ向きとA4ヨコ向きを

すっきりと収納可能

同時に整理可能

仕切り下には15インチ程度までの

仕切り下には13インチ程度までの

ノートPCが保管可能（充電も可能）

ノートPCが保管可能（充電も可能）

■一時置きから備蓄まで
活用できる共用収納
カバンやバックの一時置きから

メールポケット
（角2封筒まで可）

1庫内寸法:幅412×奥378×高328

防災備品などの常時保管まで
用途に応じて様々な使い方が可能

（広いタイプもありますのでお気軽にご相談下さい）

オープンタイプ

ラテラルタイプ
一番下の段をオープンタイプにし、カバン・バック置きとした上で同じ「動線」による効率化！
出社時：下段にバックを置く ⇒ 上段のロッカーからPCを持ってデスクへ
外出時：PCを上段のロッカーへ ⇒ 下段にあるカバンを持って外出
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プライベートワークブース

Remote cabin

オフィスでのWeb会議や集中業務に

イ チ オ シ ！

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。
長時間利用を想定した、足をのばせる快適設計

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。
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

かんたん設置、
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
安全設計
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、 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。
選べる働き方

選べる大きさ、選べる働き方
カラーバリエーション

短時間から数時間の
集中作業まで快適に

Comfort
class

ブラックアウト

⽩・⿊

オールブラック

⿊⼀⾊

たくさんの資料を
広げて作業するなら

Business
class
一日しっかり集中して
働きたい日に

First class
ウッドモダン
2人用ワークブース

リモートキャビンVV

Suite class
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⽊⽬・⿊

カラープリンターの
ランニングコストや台数を見直しませんか？
プリンターのランニングコストは、像密度や用紙サイズで変化します。
出力原稿像密度

出力用紙サイズ

消耗品価格

文字、写真や画像、ベタの多い

同じ像密度でも、用紙サイズが大

消耗品価格は、各メーカー、各機種

原稿は、像密度が高くなります。

きくなると、トナーやインクの消
費量は多くなります。

でさまざまです。

像密度 CMYK各色平均5% 原稿

A4

像密度 CMYK各色平均20% 原稿

A3

A4の
2倍
のコ
スト

消耗品価格：●●,●●●円
（●●●,●●●枚印字可能）
1枚あたりの単価は?

カラー複合機なら、ランニングコストが像密度や用紙サイズに
左右されません。
インクジェットプリンター、カラーレーザープリンターのランニングコストは、像密度や用紙サイズで大きく
変化しますが、カラー複合機は像密度や用紙サイズに左右されることはありません。メーターカウントによる
契約方式の場合、保守料金も含んでいるためアフターサービスも安心です。

原稿に
左右
されない

カラー複合機

インクジェット
カラーレーザー

像密度
※ カラー複合機のランニングコストはメーターカウント契約方式の場合を表しています、またカラーレーザープリンターでもメーターカウント契約方式の場合があります。
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1700

訴求ポイントは、以下の3点になります。

■バクテクターO3仕様 186,000円（税別）
◆オゾン発生方式:沿面放電方式
◆処理風量：10～40mg/h(無段階可変)
◆定格消費電力：12W
◆定格電圧・周波数：AC100V 50/60Hz
◆外形寸法：幅180×奥行76.8×高さ200mm
◆質量：1400ｇ

①ご来店・ご来場のお客さまのご安全とご安心のため
②社員・職員のみなさまの健康維持と福利厚生のため
③クラスター発生防止のため

※オゾンは、さまざまなウイルスを不活化する力で、こらからのインフルエンザ＆新型コロナウイルスにダブル効果！
※オゾンは、空気清浄機では効果が薄いとされる「付着菌」の除菌に強く感染対策に効果！
感染リスクが高いのは、「飛んでいる菌」ではなく「付着している菌」！

ぜひ、もう一つの手間の掛からない安全な感染対策として、「バクテクターO3」の導入をご検討くださいませ。
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愛媛県の中小企業の経営者の皆様へ
令和3年度愛媛県

テレワーク機器等導⼊⽀援事業費補助⾦のご案内
愛媛県では、多様な働き方を推進するとともに新型コロナウイルス感染症の感染予防と社会経済活
動の両⽴を図るため、テレワークを導入し、かつ規定回数以上のテレワークを実施した事業者に対
して、その取組に要した経費を⽀給する補助⾦制度が設けられています！

テレワーク機器等導⼊⽀援事業費補助⾦の概要
補助対象者

下記の要件をいずれも満たす者
・県内に主たる事業所を有する中小企業等（個人事業主を除く）
・専門家から助言を受けた者（下記【留意事項】参照）

対象となる取組

⑴テレワーク用通信機器等の導入運用
⑵就業規則・労使協定等の作成・変更
⑶労務管理担当者に対する研修
⑷労働者に対する研修、周知啓発

対象経費

機器等購⼊費、謝⾦、旅費、使⽤料、役務費、需⽤費、委託料

規定回数

対象となる端末数×４回以上のテレワーク実施

２分の１以内 （補助⾦額上限：１事業者あたり50万円）

補助率

申請受付期間
補助対象事業
実施期間

※パソコン・タブレット等の端末購入に係る補助対象経費は１台あたり15万円を上限とします
（補助⾦額の上限：7万5千円）。
※補助対象経費の総額（税抜）が10万円未満の場合は交付の対象となりません。

令和３年７⽉20⽇（⽕）〜令和３年９⽉30日（木）

※専⾨家の助⾔を受けて申請事前準備が完了した⽇から起算して14日を経過した日までに申請し
てください。

交付決定の日から３か月以内（令和３年12月31日を超えないこと）
※対象となる取組、経費の⽀出、テレワークの実施を全てこの期間に完了させてください。

【留意事項】
本事業はテレワークの導入に要する費用の助成だけでなく、専⾨家による導⼊相談も⾏う伴⾛型の⽀援となっています。そのため、
申請及び実績報告にあたっては、その事前準備として「テレワーク導入支援専門家派遣事業（受託者：⼀般社団法⼈愛媛県法⼈会連
合会、以下「法人会」という。）」により派遣される専門家の助言・確認を受けていただく必要がございます。申請の流れや補助要
件の詳細は「令和３年度テレワーク機器等導⼊⽀援事業費補助⾦申請⼿続要領」をご確認ください。

お問い合わせ先
及び申請窓口

〒790-8570 松山市一番町四丁目４番地２（第１別館６階）
愛媛県 経済労働部 産業雇用局 労政雇用課 労働政策グループ
TEL:089-912-2500 FAX:089-912-2508
令和３年度テレワーク機器等導⼊⽀援事業費補助⾦申請⼿続要領
https://www.pref.ehime.jp/h30500/r2telework/documents/youryou.pdf
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補助対象経費（テレワーク用通信機器等の導入運用）
補助対象経費のうち「テレワーク用通信機器等の導入運用」については、以下のうち補助対象事業
実施期間に申し込み・発注・契約・支出したものであって、社会通念上適正な価格で取引されたも
のとなります。
■パソコン・タブレット等の端末、その他機器等
■テレワーク業務関連ソフトウェア
■テレワーク業務関連システム
■設置作業・設定費用
■導入時運用サポート費用

※その他機器等…マウス・WEB会議用カメラ・ヘッドセット等の端末付属品、ネットワー
ク機器、サーバ機器、セキュリティ機器など
※パソコン、タブレット等の端末購入に係る補助対象経費は1台あたり15万円（税抜）を上
限とします（補助限度額：7万5千円）。
※ディスプレイとキーボード等が分離している端末はそれらを合わせて1台とします。
※機器全般について、年間契約のリース費⽤やサポート費⽤などで所要額の中に補助対象
外期間に掛かる経費が含まれる場合、補助対象経費の算定にあたっては、月割額×対象月
数を限度とします。（対象月数…⑴で導⼊するすべての機器等が利⽤可能な状態になり、
テレワーク環境が整ったと認められる⽉から令和3年12月までとします。例：令和3年8
月 中 に テ レ ワ ー ク 環 境 が 整 っ た 場 合 、 対 象 ⽉ 数 は 令 和 3 年 8 〜 12 月 の 5 か 月 ） 。

テレワークを実現するITツールの例
PCA就業管理（PCA）
勤次郎（勤次郎株式会社）

勤怠管理
システム



就業奉⾏（OBC）
就業大臣NX（応研）
 クロノス（クロノス）







給与
システム



給与奉⾏（OBC）
給与大臣NX（応研）
 PCA給与（PCA）









労務・人事
管理システム

⼈事奉⾏（OBC）
総務⼈事奉⾏（OBC）
 人事大臣NX（応研）
 PSD労働社会保険
（パシフィックシステム）







財務会計
システム



勘定奉⾏（OBC）
大蔵大臣NX（応研）
 PCA会計DX（PCA）



PCA商管DX（PCA）

Web会議・
チャット



Microsoft 365® （Teams®/OneDrive®）
（マイクロソフト）
 Webex（シスコシステムズ）



Zoom
（Zoomビデオコミュニケーションズ）

リモートアクセス（beat）
ペーパーレスツール
（複合機、DocuWorks、ペーパーレスファクス仕分け
キット、業務別らくらくスキャン Pro）
 kintone（サイボウズ）
 PC、タブレット端末



SKYSEA Client View
MaLion
 LanScope Cat

TimePro-NX給与（アマノ）
MJSLINK NX-Plus（MJS）
 ジョブカン（Donuts）

PCA⼈事管理DX（PCA）
ジョブカン（Donuts）
 タレントパレット（プラスアルファ）






テレワーク

クラウドストレージ
（Microsoft 365、Working Folder）
 電子申請（AgileWorks、X-Point）
 電子契約
（DocuSign、Adobe Sign）





IT資産管理





名刺管理



AssetView
TeamViewer

ApeosPlus Cards R

※補助対象経費は事業実施計画書の内容を審査し、テレワークに向けた取り組みとして適正を認められるものに対して交付決定され
ます。上記ITツールがただちに認められる訳ではありませんのでご注意ください。

※愛媛県の予算終了次第、「募集も終了」となります。
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社内外を問わず､簡単・安全・確実なデータ受け渡しの仕組みを構築
社内外を問わず､簡単・安全・確実なデータ受け渡しの仕組みを構築

データ受け渡しクラウドサービス
Working Folder
お困りごと
●在宅勤務や外出先からFAX送信をしたい
●お客様先で商談中､カタログが必要になった時は､PCやタブレット端末を使って紹介したい
●社外とのデータ受渡しや共有を安全な通信経路で⼿軽にしたい
●取引先や協⼒会社と､メールに添付できない重いデータの授受に手間がかかっている
●ファイルサーバーは､初期費用に加え､管理運⽤コストがかかるので導⼊が進まない
富士フイルム ビジネス イノベーションのクラウドサービス





｢Working Folder｣で解決!!

社外からの操作で､ファクス送信業務が対応できるようになります。
社内外を問わず､業務の関連メンバーで手軽に安全にデータ共有できます
社内の⽂書をクラウド上で⼀元管理でき､必要な情報を必要な時に閲覧できます
ハードウェアを所有せず､TCOを削減して簡単に構築できます
ログイン認証

操作履歴

IPアドレス制限

アクセス制限

SSL暗号化

受信したファクスや
スキャンしたデータを
電子化して自動登録。
外出先営業に迅速に
情報提供

SSL暗号化

SSL暗号化

外出先の営業や
取引先へ
迅速に情報提供

バージョン管理

SSL暗号化

Working Folder
・外出先で最新のカタログ
やパンフレットで商談できる
・受信したファクスやスキャン
したデータを外出先で確認

本社

対象文書に
のみアクセス
可能な限定URL
をメール通知

外出先

限定URLからダウンロード。
添付ではないので、⼤容量
データも安全・簡単に共有

取引先 / 出先拠点

NEW「ファクス送信機能」で、リモートワークにも対応！
社外からの操作で、ファクス送信業務が対応できるようになります。
在宅勤務や外出先などのリモートワークで活躍します。
■ファクス送信機能
担当者

Webブラウザから
ファクスを送信操作

ファクス送信指示

ファクス送信

■ガバナンス機能
・送信履歴⼀覧
・宛先表管理機能
管理者

基本サービス

■ Working Folder 基本サービス

ユーザー数：10名
キャビネット容量：100GB
ドロワー数：最⼤510（個⼈ドロワー数：最⼤10、共有ドロ
ワー数＋あんしんドロワー数：最⼤500)

価格(税別)
3,500円/月

オプションサービス

価格(税別)

■ Working Folder ユーザー追加オプション

2,000円/月

■ Working Folder 容量追加オプション

1,500円/月

10ユーザーごと追加(90ユーザーまで)※1※2
100GBごと追加(900GBまで)※3
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※1 最大490ユーザーまで追加することができます。
91ユーザー以上の追加の際の価格については､担当営業へ
ご確認ください。
※2 ユーザー追加オプションについて
・追加ユーザー数と同数の個人ドロワーが追加されます。
・作成可能な共有ドロワーとあんしんドロワーの合計数は
追加ユーザー数に関わらず最大500個です。
※3 最大4,900GBまで追加することができます。
901GB以上をご希望の場合の価格については、担当営業へ
ご確認ください。

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！

新しい日常、新しい「Apeos」。
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。
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。
すばやく使える、やさしい操作性

⽂書の管理・共有もスピーディ－



迷わない、直感的な操作感



毎⽇の仕事を効率化



すぐに出⼒でき、待たせない



オフィスワークを支える

リモートワークも、かんたん・スムーズ


小さい、どこでもつながる



リモートワークで使える

⼤切な情報を、しっかりガード



お客様の⼤切な情報を守る

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。
新商品
主なデモ可能ソリューション


ミーティングボード
MAXHUB 55インチ



MAXHUB

ソフトウエア
DocuWorks 9.1



バスの中

クラウドサービス

ゆったりスペースで

WorkingFolder

座ってご覧いただけます。

ApeosPlus CardsR
ApeosC2570

ApeosC5570

Zoom等のWeb会議
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ほか

ライブ
オフィス
⾒学開催中！
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。

会社概要
会社名

富士フイルムＢＩ愛媛株式会社

https://www.Fujifilm-fbehime.com

代表者

代表取締役社⻑ 武智 政二

業務内容

●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

関連会社

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

主要取り扱い
メーカー

富士フイルムビジネスイノベーション、コクヨ

営業拠点

松山支店、東予支店

本社・松山支店
東予支店

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
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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