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■地域産業成長支援補助金

TEL：089-975-7689詳細URL︓bp-ehime.or.jp/dx/
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対象
1. ペーパーレスファクス、メール、Webダウンロード等で電子取引をされているお客様
2. 働き⽅改⾰、作業効率化を⽬指し、この機会に電⼦取引へ移⾏予定のお客様

課題 電⼦で⼊⼿した請求書、⾒積書、注⽂書、納品書、領収書等のデータ保管の義務化対応

実施項目
 保存ルールの策定（改ざん、削除の防止と予防）
 検索ルールの策定（取引先名、⽇付、⾦額で検索できる）
 システム環境の構築

令和3年度法改正に対応！
電子帳簿保存法対応ソリューションのご紹介
電⼦受領した取引情報の電⼦データ保存の義務化対応（22年1月1⽇〜）

コロナをきっかけとして政府主導での、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一層進むと予測されます。

電子帳簿保存法改正のポイント
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対象 主な変更点

スキャナ
保存

電子取引

該当する書類（例）

帳簿保存

 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した契約書
 EDI など

 帳簿類
（試算表、総勘定元帳など）

緩
和

規
制
強
化

 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

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

承認制度を廃⽌

システム環境の構築例（ 構築範囲）

ペーパーレス
ファクス

メール

取
引
先
様

クラウドストレージ
例）Working Folder 

アップロード

事務処理規程
例）国税庁サンプルを活⽤

※ タイムスタンプを組み合わせたご提案も可能です

検索要件を
⼊⼒

例）DocuWorks
文書情報エントリー 2

Webダウンロード

取引情報の電子データ保存 取り組み内容

22年1月1⽇〜

安価・手軽に
環境構築できます



DocuWorks® 9.1
ドキュメントハンドリング

ソフトウェア

DHC_D

導入ツールご紹介

商品名 標準価格（税別） 概要

富士フイルムビジネスイノベーション製
複合機

①DocuWorks 9.1/ 1ライセンス
（トレイ2同梱版）

②DocuWorks 文書情報エントリー 2
/ 1ライセンス

①18,000円
②14,800円

PC1台につき1ライセンス必要
保守サポート費⽤不要

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）

環境構築役務

構築費⽤例

ペーパーレス
ファクス

メール

取
引
先
様

アップロード

検索要件を
⼊⼒

Webダウンロード

Working Folder®
クラウド型⽂書管理ツール

クラウドなので高額な機器
を購入する必要なく、最小
構成でスタートできる！
運用は、富士フイルムビジ
ネスイノベーションで一元
的に管理するので、機器管
理は不要！

ApeosPort®
カラー複合機

操作しやすい7型パネル

ニーズに合わせたトレイ選択

ペーパーレスファクス

スキャンオート機能

リモート検針/保守

PDF変換
束ね/ばらし

プレビューサムネール

束ねる
ばらす

ページ
差替え 受渡し

スタンプ

例）DocuWorks
文書情報エントリー 2

クラウドストレージ
例）Working Folder 

事務処理規程
例）国税庁サンプルを活⽤

※ タイムスタンプを組み合わせたご提案も可能です

お客さまの環境・ご要望によりご提案

お客さまの環境・ご要望によりご提案



業務の電子化による働き方改革のご紹介
【業務】申請業務 ×【文書】IT機器申請書（例：PC新規調達、IPアドレス申請など）

DHC_D

お困りごと

解決策

紙での申請業務では、申請書の受け渡し・差し戻しや台帳作成など⼿間がかかっていませんか？

DocuWorksを活⽤して申請業務をペーパーレス化。⼤規模なシステムの構築や業務フローの変更を
することなく、全体⼯数の⼤幅短縮など業務効率化に貢献します。

DocuWorksによって電子文書を紙文書と同じように扱うことができるので、
ペーパーレス化が定着がしやすく業務を効率化。貴社の働き⽅改⾰に貢献します。

お困りごと ① お困りごと ② お困りごと ③
業務完了まで時間がかかる
紙の申請書では承認や差し戻しを⾏う場所が
限定されてしまうため、短納期で業務を完了
することが難しい。

台帳作成・管理に⼿間がかかる
社員の⼊社や異動に伴いIT機器の登録や変更が
求められ、そのたびに台帳作成が必要になるた
め管理に⼿間がかかる。

問い合わせ対応に時間がかかる
紙での台帳管理では、対象機器の把握に時間が
かかり、問い合わせに迅速に対応できない。

紙と⼿作業による申請業務の流れ

導入効果 ① 導入効果 ② 導入効果 ③
納期の短縮が可能に
電⼦⽂書で申請業務を⾏うことで、場所に縛ら
れない働き方を実現し、どこにいても承認や
差し戻しができる。

台帳作成・管理が効率化
電子の申請書に付与された属性を活用して、
台帳をかんたん出⼒。定期的に発生する台帳
作成作業も抜け漏れなく実施できる。

迅速な問い合わせ対応
電子文書の台帳を扱うことで問い合わせ対象の
IT機器を素早く把握でき、問い合わせ対応が
スムーズに。

ペーパーレス化した申請業務の流れ

問い合わせ対応保管台帳作成申請起案・申請
問い合わせに応じて⽂書検索

情報システム
担当者

キャビネット保管台帳作成

情報システム
担当者

受付

情報システム
担当者

受付

承認者

起案・印刷・申請

起案者

差し戻し差し戻し

問い合わせ対応台帳作成属性付与・保管申請起案・申請
問い合わせ時は
⽂書を属性検索

属性情報をCSVファイル
で出⼒し、台帳作成

OCR技術を活用して属性付与
自動でリネーム・

フォルダー振り分け
受付承認起案・申請

電子印
付箋

情報システム
担当者

情報システム
担当者

情報システム
担当者承認者起案者

差し戻し差し戻し

xdw xdw

電子印電子印

紙 紙

CSV

Docuworksは、おかげさまで700万ライセンス突破︕　　「全国シェア No.1」



情報システム

承認者
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業務標準化と品質向上を支援するお仕事バー

DocuWorksの導⼊⽀援も充実！

お客様の業務に合わせてカスタマイズできるお仕事バーにより、業務標準化・品質向上に寄与します。

IT機器申請業務の改善事例のお仕事バー

DocuWorksのインストールや初期設定、お仕事バーのカスタマイズなど、DocuWorksの設定を弊社エ
ンジニアが有償で対応させていただくことで、導入時におけるお客様の負担を最小化できます。

お客様のご要望に合わせ、
DocuWorksを利⽤した⽂書共有
および⽂書処理環境を設計します。

設定図書のご提供とともに、
構築環境の操作デモを実施します。

対象のクライアントPCに対し、
お客様と合意した内容をもとに、
環境を構築します。

文書共有/処理環境の設計1 各PCへの作業環境構築2 運⽤の⽴ち上げ⽀援3

お仕事バーは簡単にカスタマイズ・運用が可能なツールです。
お客様に合わせたご提案のため、業務の流れを教えてください。

問い合わせ対応台帳作成属性付与・保管

対象業務 対象文書

申請業務 IT機器申請書、⾒積書、⼿配依頼書、図⾯、指⽰書など

受発注業務 注文書など

⽂書管理 営業情報、マニュアル、図面、提案書など

ファクス送受信 通達、連絡書など

文書作成・編集 会議資料、マニュアル、報告書、完成図書など

DocuWorksはIT機器申請業務以外でもお役⽴ちできます

DocuWorks活⽤例

申請起案・申請

最後に実施した作業アイ
コンにマークが残るので、
複数業務を並⾏しても、
それぞれどこまで作業した
か、その進捗を把握でき
ます。

最大20個まで業務をお仕事
バーに設定できるように
なり、より多くの業務改善
に貢献します。

起案者



業務改善クラウドサービス

業務を改善していく上でお困りごとはありませんか？
PCやネットワーク環境の整備だけでなく､
情報共有基盤の⾒直しが必要です！

DHC_P

2021-2022
顧客満⾜度調査

(日経コンピュータ)

No.1
日経コンピュータ2021年
顧客満⾜度調査2021-2022
2021年9月2日号
クラウド基盤サービス(IaaS／PaaS)部門

① 情報共有
どこからでも最新情報に
アクセスができる
クラウドを活用し情報を集約
することで、対⾯せずに管理
が可能！

離れていても
コミュニケーションが取れる
コメント機能やプロセス機能
で業務状況の把握が可能！

② 報告・連絡・相談
出社しなくても申請が
進められる
マルチデバイスで外出先から
申請・承認できスムーズに
対応可能！

③ 社内申請

●EXCEL管理が多く、集約と報告に⼿間が掛かっている。
●外出先から、報告のために事務所に戻っている
●申請者も承認者もオフィスにいないと申請が進まない。

とは？

お困りごとにおける３つのポイント

業務に必要なデータベース(アプリ)をご自身で作ることができるサービスです。
御社のあらゆる業務のプラットフォームとしてご活用頂くことができます。

業務改善プラットフォーム
業務や業種ごとにアプリが100種類以上！

✓在宅勤務申請
✓インシデント申請
✓物品購入申請

✓顧客管理
✓日報
✓案件管理
✓問い合わせ管理

✓タスク管理
✓プロジェクト管理
✓電話メモ管理

●営業部門 ●全社業務 ●申請業務

導入実績 19,000社以上 突破

業務に合わせてノンプログラミングでアプリを作成！

お困りごと

■ノンプログラミングで業務システム（アプリ）を作成できるクラウド型のプラットフォームです。
Excel等で個⼈管理されているデータをアプリのデータベースに「集約」することができます。



会議の質が変わる！All in Oneのミーティングボード
MAXHUB

※本体とは別に、スタンド（83,400円〜）をご⽤意しております。詳しくは担当営業へご確認ください。
※別途、送料・設置費⽤（62,500円〜）がかかります。詳しくは担当営業へご確認ください。

区分 商品名 型番 ご提供価格 備考

本体

55型ディスプレイモデル（C55FA） MH-C55FA 700,000円 付属品（全型共通）
タッチペン × 2本（交換用ペン先3個付属）
ワイヤレスドングル × 1個（オプション追加可）

65型ディスプレイモデル（C65FA） MH-C65FA 920,000円
75型ディスプレイモデル（C75FA） MH-C75FA 1,260,000円
86型ディスプレイモデル（C86FA） MH-C86FA 1,820,000円
98型ディスプレイモデル（S98CA） MH-S98CA 都度御⾒積 受注生産品 ※付属品なし

DocuWorksを⼤画⾯で操作可能！
DocuWorks形式の図⾯も表⽰できて、現場と設計者のやり取りに活躍！
⼤きな画⾯で確認できるので、図⾯を紙で拡⼤印刷する必要もありません！

MAXHUB Cシリーズ ラインナップ

プレゼンテーション機能
付属の「ワイヤレスドングル」を使えばワンクリックでPCの画面を投影
煩雑なケーブル接続は不要に

双方向コントロール機能でMAXHUBから直接PCの操作や、スマホからMAXHUBのボードへ
の書込みやプレゼン操作も可能

Web会議システム
Windowsで使用できるWeb会議アプリ（Zoom、Teams 等）を利⽤可能
高品質のカメラとスピーカーマイクを搭載。準備の手間なく会議をスタート遠隔地の方と

MAXHUBの画面やPCの資料を共有しながら会議を進⾏
（最大6デバイスの同時表示、8デバイスの同時接続）

電⼦ホワイトボード（電⼦⿊板）機能
ディスプレイとカバーカバーガラスの距離を極限まで近づけたゼロボンディングで、
より滑らかな書き⼼地を実現

書き込んだデータはQRコード機能で読み取り、メンバーへの共有も簡単にメール送付、
クラウド保存も可能

カメラ・マイク・スピーカーがすべて内蔵！
使い勝手にこだわった次世代型ミーティングボード

従来機からの機能アップ
・カメラ：1200万画素へアップグレード
・マイク：⾃動調整によりさらにクリアな⾳声に
・タッチペン：紙に書き込むような⾃然な書き⼼地
・PC接続：USB Type-Cでの有線接続が可能に

詳細はこちら！
（ナイスモバイル社 HP）

Web会議システム・電⼦⿊板・ホワイトボード・プロジェクターが⼀体化

✓Web会議機能
✓プレゼンテーション機能
✓電⼦⿊板機能

新機種 Cシリーズ登場!
よりリアルに近いWeb
会議を実現！

工場の会議室 設計部の会議室

無線で投影

インターネット

DocuWorks
Version9.1



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。

「社員満足」の一つとして、腰の負担を軽減するイスを新しくしてみませんか︖

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 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 ￥25,500
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 ￥17,800
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6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 ￥265/月

参考：8年耐⽤計算 ￥185/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 ！

実際は、10年以上使われております。



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！


