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P2   電⼦帳簿保存法対応ソリューション！

P4 ドキュワークスとキントーンを活⽤した業務効率化ソリューション！

P6 意外と便利、ホワイトボード付きディスプレイスタンド！

P7 簡易的かつリーズナブルな2Wey集中ブース！

P8 快適なイスってどんな椅⼦？ イスの選び⽅ポイント！

P10 全国の救急⾞1,700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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スキャナ保存
電帳法第4条3項

帳簿保存
電帳法第4条1項 電帳法第7条

電帳法対応は
DX推進の
はじめの
⼀歩！

経費精算ワークフロー

ｓ

電子帳簿保存法対応ソリューション
 今回の法改正への対応を含め、弊社から5つのソリューションをご提案します。
 会計パッケージ単体で実現できる「帳簿の電子化」から、紙文書の削減や業務の
効率化を実現するソリューションまで、お客様のニーズに合わせてご検討ください。

① 会計システムのクラウド化

③ 経費精算・⽀払処理の電⼦化

② 取引データの電子保存

⑤ 紙書類をスキャンしてデータ一括保管

紙帳簿からの解放でテレワーク推進と管理コストを圧縮

 ⽉末・年度末の定期的な出⼒業務をゼロ化、ファイリング作業から解放
 文書保管・持ち出し確認・廃棄など紙の管理業務を撤廃
 クラウド対応で、いつでも・どこからでも業務対応

まずは帳簿から

帳簿は全てPCから確認

＜対象システム＞
会計パッケージシステム
 勘定奉⾏（OBC）
 PCA会計DX（PCA）
 freee会計（freee） など

電帳法対応の
会計パッケージで対応可

ファクスや電子メールでの取引データの保管義務化へ対応
 ペーパーレスファクス受注やメール受注などのデータ保管の義務化へ、既存の複合機を活用して対応
 データの⾃動振り分けにより、受注業務の効率化も実現
 クラウドを活用して、いつでも・どこからでも

従業員も経理部⾨も、紙証憑管理からの脱却で⽣産性向上
 クラウドシステムの活⽤により、紙⽂書からの解放と、経費精算業務の効率化
 電帳法対応のクラウドシステムにより、法的要件への対応も万全
 会計システムへの自動連携で、転記作業撤廃・転記ミスのリスクを低減

タイムスタンプ
付与

スマホで精算⼊⼒、
領収書アップロード

申請者 承認者 経理
担当

ワークフロー上で
データと領収書写真を

確認し、承認

経理が
最終チェックして

承認完了

会計
システム

会計システムへ
自動で転記

領収書、請求書 電子化・ワークフローシステム化

法的に紙出⼒の義務がある書類・過去書類などを⼀括で管理
 形態や保管場所の異なる情報を1か所で集中させ、情報を一元化
 基幹システムとの連携で、ユニークな番号（取引番号など）を用いて容易に検索

書類の発⽣プロセスに応じて対応する条項・電⼦化を実現するシステムが異なります

メール/ファクス受注の方は必須

会計システム
連携

④ 契約プロセスの電子化

脱ハンコによりリモートで契約締結
 電子上で契約を完結し、契約にともなうリードタイムを大幅削減
 電⼦契約では印紙不要、電⼦に切り替えることでコスト削減
 紙を前提とした運用から脱却し、契約事務・法務担当もテレワーク対応

契約はそもそも紙に出さずに対応

電子契約
サービス

契約者
（甲）

契約者
（乙）

署名 署名

契約締結

大幅
コスト削減

電子サイン費

人件費人件費

印刷費

用紙費

封筒費

郵送費

基幹システム

販売管理システム

⽂書管理システム タイムスタンプ局

CSV取り込み

取引番号
⾦額
日付
取引先

タイムスタンプ
付与

⾃⼰が発⾏した
書類の写し

 ⾒積書（控）
 請求書（控）
 注文書（控）など

相手先より
受領した書類

国税関係書類

 貸借対照表
 損益計算書
 棚卸表

国税関係帳簿

 仕訳帳
 総勘定元帳
 売掛台帳
 買掛台帳
 現⾦出納帳
 固定資産台帳 etc…

 領収書
 請求書 など  注文書

 注文請書
 請求書

電子取引に該当する手段
 ペーパーレスファクス
 メールでのPDF受領
 クラウドでの書類授受
 EDI など

書類保存
電帳法第4条2項

電子取引

対象
書類例

決算関係書類 取引関係書類

対象⽂書例

対象⽂書例

① 会計システムのクラウド化

③経費精算・⽀払処理の電⼦化

⑤ 紙書類のスキャン ④ 契約プロセスの電子化

② 取引データの電子保存

社内から紙保管を追放

※ タイムスタンプを組み合わせたご提案も可能です

IT導⼊補助⾦
の申請が可能

IT導⼊補助⾦
の申請が可能

IT導⼊補助⾦
の申請が可能

スキャン/
ペーパーレスファクス

メール

検索要件を
⼊⼒

Working Folder 

アップロード

事務処理規定

取
引
先
様
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- 明日から始められるDocuWorks to kintoneスタートパックのご紹介

DocuWorksとkintoneを活用した
業務効率化ソリューションDocuWorksデスク上で、kintoneに登録されている情報を基に帳票を作成。作成した帳票は、DocuWorksトレイ

を活用して社内回付、電子サインやWorking Folder連携による社外との授受が可能になります。受領した帳票の
kintoneへの登録・更新もDocuWorksデスクから簡単に実⾏できるため、DocuWorksを作業ポータルとして一
連の業務を電子化・効率化できます。

DocuWorks×kintone解決イメージ

IT化が進んでも、お客様とのやり取りにおいて紙やFAXの取り扱いは依然として続いています。紙ベースの作業や
やり取りがボトルネックになり、想定以上に工数やリードタイムが発生したり、情報の共有や活用ができないなど
の課題はありませんか？

このようなお困りごとはありませんか？

DocuWorks×kintoneにより、業務の改善を支援します

システム構成

情報をマージさせ文書を
作成し電子文書のまま

送付・重量

DocuWorks上で文書情
報を読み取り登録

情報を持たせた文書を
kintoneへ登録

kintoneに情報が一元管
理され情報共有・活⽤が

可能に

紙を⾒ながら台帳作成
（紙orExcel）

紙を⾒ながら
システムに⼊⼒

紙をファイリングし
キャビネットに保管

文書を作成し
取引先と授受

紙の文書を郵送・FAXで
送付、受領

電⼦⽂書と紙⽂書を⼀元管理する
ドキュメント有効活用ソフトウェア

チームで使える
クラウド型データベースアプリ

目視での作業による
確認漏れや間違いの課題

データの⼿⼊⼒による
⼊⼒ミスや⼯数の課題

帳票の紙保管による
情報検索における課題

文書作成における情報
収集や作成ミスの課題

紙での送付・受領による
工数・タイムラグの課題

紙帳票の電子化/
ペーパーレスFAXで受領

注文書スキャン1

Working Folder

URLﾘﾝｸ

注文請書

電
子
署
名
サ
ー

ビ
ス
で
検
収
書

送
付
・
受
領

kintone登録3 4

注文請書をWorking Folderへ格納
し、文書公開URLをお客様へ送付

５

商談進捗
情報更新と共に
ステータス変更

管理項⽬（属性）付与2
6

DocuWorks

注文書

検収書

※1 5ユーザーよりご利⽤いただけます。6ユーザー⽬以降は1ユーザー単位でご契約いただけます。
※1 DocuWorks Cloud Connector for kintoneをご利⽤いただくためには、kintoneスタンダードをご契約いただく必要があります。
※1 アプリ構築を委託する場合には別途構築費用などが発生いたします。
※1 初期のディスク容量は、kintoneの契約ユーザー数（ゲストユーザーは含みません）×5GBとなります。
（例：10ユーザーで契約の場合の初期のディスク容量は50GBです。）

※2 ユーザー数・利⽤量レンジにより販売価格が変動します。詳細については、弊社担当営業までお問い合わせ願います。
※3 電子サイン連携には電子サインサービス、およびそれに対応するDocuWorks Cloud Connectorの契約が必要です。

DocuWorks kintone

DocuWorks 9.1
クラウド型ソフトウェア（kintone スタンダード）※1

DocuWorks トレイ 2

DocuWorks 文書情報エントリー 2 Working Folder

DocuWorks Cloud Connector Working Folder基本サービス

DocuWorks Cloud Connector for kintone ※2 電子サイン

下記のいずれか
・DocuWorks Cloud Connector for AdobeSign ※2※3

・DocuWorks Cloud Connector for DocuSign ※2※3

・DocuWorks Cloud Connector for CLOUDSIGN ※2※3

下記のいずれか
・Adobe Sign※3

・DocuSign※3

・クラウドサイン ※3

注文情報を取得し注
文請書や検収書を作成
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※1 アプリ構築を委託する場合には別途構築費用などが発生いたします。
※1 初期のディスク容量は、kintoneの契約ユーザー数（ゲストユーザーは含みません）×5GBとなります。
（例：10ユーザーで契約の場合の初期のディスク容量は50GBです。）

※2 ユーザー数・利⽤量レンジにより販売価格が変動します。詳細については、弊社担当営業までお問い合わせ願います。
※3 電子サイン連携には電子サインサービス、およびそれに対応するDocuWorks Cloud Connectorの契約が必要です。

DocuWorks kintone

DocuWorks 9.1
クラウド型ソフトウェア（kintone スタンダード）※1

DocuWorks トレイ 2

DocuWorks 文書情報エントリー 2 Working Folder

DocuWorks Cloud Connector Working Folder基本サービス

DocuWorks Cloud Connector for kintone ※2 電子サイン

下記のいずれか
・DocuWorks Cloud Connector for AdobeSign ※2※3

・DocuWorks Cloud Connector for DocuSign ※2※3

・DocuWorks Cloud Connector for CLOUDSIGN ※2※3

下記のいずれか
・Adobe Sign※3

・DocuSign※3

・クラウドサイン ※3

注文情報を取得し注
文請書や検収書を作成



 
表がディスプレイ（32 型まで取付可能）、裏がホワイトボード、用途に応じて回転して利用可能！ 

   

   
 

このような課題はありませんか？ 

1. 少人数でさっと打ち合わせをしたい時に適当なスペースがない。 

2. 会議室まで遠い。自席の近くで簡易な打ち合わせができると効率的なのだが・・・。 

3. 会議室を増やしたいが、スペースの確保が難しい・・・。 

                      ↓ 

移動や収納に便利なキャスター付きディスプレイスタンドを活用すれば、 

執務席のすぐ近くで、テーブル、チェアのある場所で、打合せをすぐに開始できます。 

 

※弊社ライブオフィスでも便利に活用しておりますので、いつでもご体感いただけます。 

yuji.hyodo

弊社の便利活用什器：その②

yuji.hyodo


yuji.hyodo

磁石で簡単に取り外し、両面利用可

yuji.hyodo


yuji.hyodo

ディスプレイの取り付けも配線も簡単

yuji.hyodo


yuji.hyodo

ブラック脚

yuji.hyodo

ホワイト脚

yuji.hyodo

97,000円

yuji.hyodo

（別売）

yuji.hyodo


yuji.hyodo


yuji.hyodo

キャスター付



Web会議時の会話が周囲に響くのを軽減する吸音パネルが
付属しています。

高さの違う天板が付いており、立っても座っても利用できます。
天板右奥に通線が可能な切り欠きがあり、クランプ式の電源や
デスクライトの取付けが可能です。

幅962mm、奥行932mmと省スペースでの設置が可能です。

2WayBooth ツーウェイブース

2021年3月8日発売

■健康ワークが可能な2Way天板

■コンパクトなサイズ感

■吸音パネル付き

StandingStanding SittingSitting

＊パネルと天板のセットです（チェアは含まれません）。
＊吸音パネル（400mm角）は6枚付属しています。

品名 品番 注文コード 価格(税抜)

2WayBooth 2WB-9090 LW 2WB-9090 LW 71-441 158,000円

お問合せ先

Point

視線を遮る、コンパクトブース。
立っても座っても利用できる2Way天板。

【外形寸法】W962×D932×H1820
【天板寸法】上：W445×D590×H1000

下：W902×D290×H720

902mm

吸音パネル

仕様
【パネル】厚さ：30mm、強化プリント合板
【天板】メラミン化粧板
【吸音パネル】ポリエステル（グレー）

Chair

ラウンジチェア
木脚タイプ
RC-WFL01S-N
73,000円(税抜)

総合カタログ2021 P.270

電源
（下天板切り欠き）

デスクライト
（上天板切り欠き）

電源・デスクライト取付例（クランプ式）
＊付属品ではございません

445mm

天板① 天板②

天板①

天板②

※イスはサンプルですので、
通常のイスでご利用いただけます。

リーズナブルで簡易的な集中ブース

※簡易集中ブース

yuji.hyodo


yuji.hyodo




yuji.hyodo


yuji.hyodo


yuji.hyodo


yuji.hyodo


yuji.hyodo

※この部分に窪みと適切なカーブ形状を設けることで、　体圧が分散されます。また、厚みのあるクッション層　を乗せることで、腰の前滑りも防げ、安定した姿勢が　保てるようになります。　



yuji.hyodo


yuji.hyodo


yuji.hyodo

※イスは、深く腰掛けて背面に沿った方が「Sの字形状」に近づけれます。　Sの字形状をよりサポートする機能が付いたイスもあります。

yuji.hyodo

※イスの高さだけでなく、奥行を調整できるタイプにより、　より、フィットした疲れにくい姿勢を保つこともできます。　詳細は、是非とも　サンプルにて「ご体感」ください。



1700

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。



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 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

ライブ
オフィス
⾒学開催中！


