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オフィスチェアー
ワーカーの生産性向上と身体的負担を軽減するオフィスチェアー
多彩な機能とデザインをご用意しております。

1～3月キャンペーン特別価格にてご提供させていただきます︕

デザインデ各賞を受賞！ メッシュタイプ 布タイプ
デュオラ ハイバック

キャンペーン特別価格 ￥43,800
外寸法 W710×D820×H1055
座面 W470×D460

標準小売価格 ￥79,300

好評につきミトラ２発売！ メッシュタイプ 布タイプ
ミトラ2 スタンダードバック

キャンペーン特別価格 ￥29,300
外寸法 W650×D745×H970
座面 W470×D450

標準小売価格 ￥52,800

コクヨで⼀番⼈気・売上！ 布タイプ
ウィザード3 ローバック

キャンペーン特別価格 ￥33,800
外寸法 W680×D715×H980
座面 W470×D460

標準小売価格 ￥60,900

コンパクトかつ座り⼼地を追求！ 布タイプ
ピコラ ローバック

キャンペーン特別価格 ￥23,300
外寸法 W540×D550×H900
座面 W455×D440

標準小売価格 ￥41,900

コンパクトでリーズナブル！ 布タイプ
エルア ロータイプ

キャンペーン特別価格 ￥16,800
外寸法 455×D560×1005
座面 W455×D415

標準小売価格 ￥28,500

上記価格は2022年3月末発注分までの特別価格です。納期・在庫・色の種類等商材は弊社担当者までお問い合わせください。
表示価格は消費税は含まれておりません。

搬入・組⽴料⾦は含まれております。廃棄が必要な場合は、別途ご相談下さい。

参考までに、耐⽤年数の8年の⽉あたりの価格も表記いたします（特別価格÷8年÷12か月）。

参考：8年耐⽤計算 ￥456/月

参考：8年耐⽤計算 ￥305/月

参考：8年耐⽤計算 ￥352/月

参考：8年耐⽤計算 ￥242/月

参考：8年耐⽤計算 ￥175/月

調節 座面前後・腰・背ロック
オプション ハンガー・可動か固定肘

調節 ー
オプション 固定肘

調節 背ロック
オプション ー

調節 座面前後・腰・背ロック
オプション ハンガー・可動か固定肘

調節 座面前後・背ロック
オプション ハンガー・可動か固定肘

上記商品は⼀例です、オフィスチェアー以外の什器につきましても、お気軽にお申しつけください。

イ チ オ シ ！
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快適なリモートワークもサポートできるコンパクトな1人用パネルブース。

verte
ヴ ェ ル テ

WEBミーティングに適した、こだわりの設計
パネルが周囲の視線を遮るので、ブース内で集中して作業いただけます。
コンパクトなブース内でも、オフィスチェアーを使って快適に作業することができます。
また、タブレット付きタイプはスマートフォン等を併用したWEBミーティングにも最
適です。

 幅広いレイアウトの提案
コの字に囲われた3.0sideタイプと L字の2.0sideタイプを組合わせる
ことで、幅広いレイアウトが可能です

カラーサンプル

WEBミーティングをサポートするタブレット付きタイプと
背面の映り込みに配慮したバックパネル

テーブル奥にはOAタップを
置く事が出来ます。

 バリエーション

テーブル高さ
720

テーブル高さ
1000

3.0 SIDE
バックパネル付

3.0 SIDE 2.0 SIDE
バックパネル付

2.0 SIDE

タスクライト

バックパネル
KLEY

シェルグレー

（スタンダートカラー）

HSNE5
ダルグレー

HSNE1
ホワイトグレー

HSNM1
ホワイトブラウン

HSNQ1
ホワイトグリーン

HSNT1
ホワイトブルー

HSN0Y
ペールテラコッタ

HSN1U
モデレートイエロー

天板
PAW
ホワイト

パネル

GCEH
ロックグレー

GCEP
セメントグレー

GCEJ
スノーグレー

GC0P
イエローベージュ

GCLM
ラウングリーン

GC5L
アクアブルー

GC0Y
ペールテラコッタ

MT1
ナチュラルオーク

バックパネル
下空間
H1015

¥229,000〜

¥229,000〜

¥199,000〜

¥199,000〜

¥200,000〜

¥205,000〜

¥170,000〜

¥175,000〜
※ タブレットトレーの有無・張り地のグレードにより、価格が変わりますのでご注意ください。
※ 2.0side タイプにはL/R があります。

マルチフック

カップホルダー

（ハイグレードカラー）

 ブース内のオプションも充実

(W905×D1265×H1805） (W905×D1265×H1805） (W905×D1265×H1805） (W905×D1265×H1805）

ルーフパネル

 別製対応品

こもり感を高め、集中度
を更に上昇させます。※ 別製品番はPronet掲載の品番リストをご確認ください

イ チ オ シ ！
オンライン会議・集中したい時に便利な

「ソロワークブース︕」

コンパクトに持ち運べて、広げて置くだけでどこでも集中空間をつくれるパネルブース。

Focus Panel Lite

 １人用テーブルでも最適な仕様
コンパクトなスペースにも適したサイズと
1人用テーブルでも落下しにくい形状にデザ
インされています。
ACアダプタのコードを通すための配線穴も
設けています。

外寸 W620×D580×H565 （ｍｍ）

デスクに設置するだけで、いつでも集中ブースに

 コンパクトに折りたためて、ラクに持ち運べる

移動時・未使用時にはコンパクトに折りたたむことが出来ます。
また、持ち手付きでオフィス内の移動も快適に行えます。

DMP-D0656-KLEY1
パネル色 KLEY シェルグレー
¥23,000

DMP-D0656-KL6P1
パネル色 KL6P スカイマーブル
￥23,000

周囲からの視線をしっかりガード。
オープンなオフィスでも、デスクに置くだけ
で、簡単に、集中ワークやWeb会議の環境が
整います。
コンパクトなスペースで働く方におすすめ。

落下しにくいデザイン形状 ACアダプタ用の配線穴

フ ォ ー カ ス パ ネ ル ラ イ ト

 バリエーション

- 3 -



　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
　　①ご来店・ご来場のお客さまのご安全とご安心のため　　　　　　　　　◆処理風量：10～40mg/h(無段階可変)
　　②社員・職員のみなさまの健康維持と福利厚生のため　　　　　 　　　◆定格消費電力：12W
　　③クラスター発生防止のため　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆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

　※オゾンは、さまざまなウイルスを不活化する力で、これ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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■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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ハンドマイクで話した声がそのまま拡声出力でき、
小規模ミーティングに最適なポータブル拡声器スピーカー

飛沫感染対策に︕
距離を保ちながらコミュニケーション

「マスクをすると声が通りにくい」と感じる場合にオススメです︕
イ チ オ シ ！

今、売れてます︕

サンプルでお試しできます︕
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2022年以降のビジネストレンド

特に直近の対応として、会計では電子帳簿保存法改正・インボイス対応、
人事給与では、電子申請・電子申告の問い合わせ増！

　　電子帳簿保存法の改正（2022年1⽉施⾏）
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ご存じですか？
電⼦帳簿保存法が改正されます！
2022年1月の大幅改正は、DX推進の⼤きなチャンスです！

7-10年の保
存義務

印刷・保管
コスト

整理などの
作業負担

保管場所への
運搬

データで
⻑期保存

目的の書類を
すぐに検索

クラウドでも
保管可能

2022年1⽉の⼤幅改正で、さらにハードルが低くなりました！

■注目ソリューション■

経費精算
システム

補助率や交付申請に必要なＩＴツール数は補助対象経費の区分によって異なります。担当営業までご相談ください。

会計
システム

契約
サイン

 freee経費精算
プラン（freee）

 楽楽精算（ラクス）  freee会計（freee）

 勘定奉⾏クラウド
（OBC）

 PCA会計クラウド
（PCA）

AdobeSign
(アドビシステムズ)

DocuSign
(DocuSignJapan)

これまで紙で保存しなければならなかった帳簿や書類を、データ保存が
認められるようになりました。

IT導⼊補助⾦を活⽤し、
今なら1/2、1/3の費用で導入ができます。
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経費精算フロー＆領収書保管を電⼦化

• 領収書は、スマートフォンでのアップロード。郵送コスト、処理時間の削減。
• 会計システムへの自動データ連携で、転記作業撤廃、転記ミスのリスクを低減。

データと領収書を
確認し承認

経理担当者
最終承認

領収書はスマート
フォンから

アップロード

申請者 承認者 経理
担当者

補助⾦活⽤事例（社員50名の場合）

お客様の具体的な課題

 経費精算を紙で⾏っているため、わざわざオフィスに出社しなければならない。⾃宅や外出先でも、領収
書を簡単に電子化して送りたい

 遠隔地にいる社員は郵送で対応しており、郵送コストがかかることに加え、処理にも時間がかかっている
 情報共有は紙・メールのみ、外出先で確認・利⽤できない
 原本を管理するための倉庫代がかかり、オフィスでも保管スペースが必要
 証憑は改ざんされていないか？ 確認ができない

ご負担⾦額総額

A類型で申請した場合（補助率１/２）
補助⾦額：36万円

36万円

従業員も経理部⾨も、紙の証憑管理からの脱却で⽣産性向上

IT導入補助金のご活用は、富士フイルムBI愛媛までご相談ください。

 freee経費精算プラン 420,000円（年間）
 導入支援サービス 300,000円（設定費用）

ITツール組み合わせ例

72万円

⾦額は⼈数によって異なりますので担当営業までご確認下さい

領収書へ⾃動で
タイムスタンプ
付与 ※

原本保管の
スペース不要

※2022年1⽉からの新制度以降は不要

たまった領収書は複合機から
まとめてスキャン
ApeosWiz Cloud
Connector for freeeが必要

経理
担当者

2022年度もIT導⼊補助⾦は実施されます。
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DX推進がますます加速しています！

テレワーク時に⽋かせない⽇々の勤怠管理対応

もはや必要不可⽋なテレワーク、在宅でもオフィスと同じように。

■注目の勤怠システム■

IT導⼊補助⾦を活⽤し、
今なら1/2、1/3の費用で導入ができます。

補助率や交付申請に必要なＩＴツール数は補助対象経費の区分によって異なります。担当営業までご相談ください。

 奉⾏Edge 勤怠管理クラウド
(株式会社 オービックビジネスコンサルタント)

「新型コロナウイルス（感染症）」による「テレワーク」の必要性が求められ
ています。在宅でも仕事をできるようにするための「業務を⽌めない」仕組み
づくりが必要です。

人気
No1

 クロッシオン
 クロノスPerformance クラウド

(クロノス株式会社)

 勤次郎Enterprise
(勤次郎株式会社)

Scene 社内申請・管理業務

申請者も承認者もオフィスにいないと勤怠管理や
経費精算、出張申請などが⾏えない。

【勤怠管理】
在宅勤務や時差出勤を始めたいけど、どの
ように勤怠管理すればいいかわからない。

多様化する勤務を管理できない。

社外から打刻ができない。

業務内容が把握できない。

- 10 -



働き⽅改⾰を強⼒にサポート！労基対策も万全です

補助⾦活⽤例（製造業 社員50名）

テレワークでも従業員の勤務時間は正確に把握をしたい！

外出先からのモバイルPCやスマート
フォンからの打刻や申請・承認

外出先オフィス・拠点

クロノス シリーズ 累計導⼊実績9,300社以上！補助⾦申請
No.1

管理

ご負担⾦額
総額

【導入設定費用含む】

A類型で申請した場合（補助率1/2）
補助⾦額：43万円

約86万円
43万円

メーカーを問わず
給与ソフトとの連

動が可能

申請者

人事
担当者

お客様の具体的な課題

 従業員やスタッフの配置を適正化して、効率を上げたい。
 テレワーク環境を構築し感染拡大に影響を受けない事業基盤を構築したい。
 残業・休暇の申請の効率化を図り⽣産性の向上を⽬指したい。

 クロノス Performance クラウド（年間） 100,000円
 X‘sion 基本サービス料（年間） 60,000円
 申請承認サービス（年間） 60,000円
 テレタイムWebレコーダー連携サービス 20,000円
 設定導入費用（一式） 620,000円

ITツール組み合わせ例

⾦額は⼈数によって異なりますので担当営業までご確認下さい

IDカードをタッチすることで
勤怠打刻

申請者

勤怠情報勤怠情報

クラウド対応

勤怠情報
確認

IT導入補助金のご活用は、富士フイルムBI愛媛までご相談ください。

2022年度もIT導⼊補助⾦は実施されます。
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取引情報の電子保存に即効対応!
クラウドサービスで今すぐ始められる改正電子帳簿保存法対応

コロナ禍をきっかけとして、政府主導で、従来の紙を前提とした運⽤を⾒直す法改正が進められています。
令和3年度税制改正では、｢スキャナ保存の⼤幅規制緩和｣｢電⼦取引で受領した取引情報の書⾯保存廃⽌｣
などが盛り込まれ、コスト削減・生産性向上に向けたペーパーレス化が促進されます。

令和4年1⽉1⽇から電⼦帳簿保存法が改正されました。

令和3年度電⼦帳簿保存法改正のポイント

 承認制度は不要（従来同様）
 検索要件の緩和
 電⼦で受領した取引情報の書⾯保存廃⽌

⇒ 電子保存が必須に

対象 主な変更点

スキャナ
保存

電子取引

該当する書類（例）

 紙で受領した取引書類
（領収書、請求書など）

 メール受信した請求書
 ペーパーレスファクスで

受信した注文書
 クラウドシステムで送付や

受領した契約書
 EDIデータ など

 承認制度を廃⽌
 ⼀定の要件でタイムスタンプが不要に
 受取から電⼦化までの⼊⼒期間制限を緩和
 定期検査なしで紙廃棄可能に

書類保存  ⾃社発⾏した取引書類  承認制度を廃⽌

緩
和

規
制
強
化

すでに規制強化を⽬的とした法律が施⾏されているため、
「取引情報の電子保存への対応」が早期に求められます。

Working Folderの「エビデンス管理ドロワー」が解決します！
電⼦帳簿保存法における電⼦⽂書の保存管理に対応する｢エビデンス管理ドロワー｣機能を提供します。

国
税
関
係
書
類

国
税
関
係
書
類

エビデンス管理ドロワー 〜電⼦帳簿保存法に準拠した保存運⽤を強化〜

Working Folder 
ドキュメントの共有を支援するクラウドサービス

①取引関連情報の付与・保存・検索
検索項⽬管理

取引⽇・取引⾦額・取引先名称
取引関連情報を保存し、範囲指定・複数項目の組み合わせなどを
電⼦帳簿保存法で規定される要件で検索することができます

追記運用
削除禁止で改ざん防止

②書類の改ざんを防止
｢エビデンス管理ドロワー｣では書類の削除が許可されないため、
不適切な訂正・削除を抑制することができます。

導入の手間を軽減
運用手順や規程の雛形

③運用手順書の提供
弊社が蓄積したノウハウをもとに｢国税関係書類の授受方式｣など
をまとめた｢電子帳簿保存法 運用手順書｣を提供いたします。

電
子
書
類

電
子
書
類

紙
書
類

紙
書
類

完全な義務化には2年間の猶予がありますが、
法律は施⾏されているため、電子保存が基本で、
書面保存は推奨されていません。
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クラウドサービスであるWorking Folderは、⼤切な⽂書を社外の取引先と安全に共有できるサービスです。
Working Folderの「エビデンス管理ドロワー」を利⽤することで、電⼦帳簿保存法により保存が義務付けられ
ている電⼦取引書類やスキャナー保存書類を、書類の授受から保存まで⼀貫した管理が可能になります。
Working Folderは、電⼦帳簿保存法に対応した運⽤を強⼒に⽀援し、DX推進と業務効率化を⽀援します。

お客様の円滑な導⼊、早期⽴ち上げと安定した運⽤をご⽀援するためのさまざまなサービスをご提供しております。
 操作や導入支援をコールセンターでサポート

コールセンターによる電話サポートをご用意。お客様の業務へのスムーズな導入を支援いたします。
コールセンターのご利⽤費⽤は、Working Folder料⾦に含まれています。

 ⽂書管理おまかせパック(電⼦取引⽂書対応)
Working Folder内の環境設定や保管体系の設定、連携して利⽤するクライアントPC上のDocuWorksの設定など、
すぐにご利⽤いただくための初期構築作業を⽀援いたします。費⽤は別途お⾒積りさせていただきます。

 電帳法対応コンサルティング/構築支援
対象書類の選定から業務フローの分析・最適化設計による再構築、事務処理規程やシステム運⽤規程の作成などをご⽀援
する弊社SEによるコンサルティングサービスをご⽤意しております。費⽤は別途お⾒積りさせていただきます。

商品名 標準価格（税別） 概要

Working Folder基本サービス 月額 3,500円

●ユーザー数：10⼈
●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）

Working Folder
エビデンス管理オプション 月額 15,000円

●エビデンス管理ドロワー機能
取引情報属性：取引書類管理に必要な属性は設定済み
訂正削除管理：登録後の削除を禁⽌、訂正改訂等操作履歴を保存

※ ご利⽤⽬的、ご利⽤規模によっては上記以外のオプション等費⽤が必要になる場合があります。弊社営業にご相談ください。
※ Working Folderの詳しい内容は、弊社公式サイトをご参照ください。 https://www.fujifilm.com/fb/product/software/workingfolder

商品構成

導入支援

電帳法に対応したWorking Folderの取引情報の電子保存

電⼦帳簿保存法に対応した運⽤を強⼒に⽀援します

紙
書
類

電
子
書
類

保存・管理受領・確認

 紙の取引書類をスキャンして
保存

 メールやファクスで受領した取
引書類をそのまま電子保存

 書類保存
⾃社が発⾏した書類を電⼦化

電子データ確認

Working Folder 

エビデンス管理
ドロワー

事務処理規程

検索
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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！

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。

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！

- 16 -


