


コスト削減・エコロジー・IT基盤 増力化ガ ガバナンス強化
経営課題解決に向けた４つの鍵！下記マークで解決ゾーンを記載いたします。

省力化

DocuWorks 連携ソフト見本市 社内ドキュメント内製化ゾーン

新商品・出力機紹介ゾーン

DocuWorksってどうして300万ライ
センスも売れてるの？

DocuWorksでこんなお困り事を解決！

DocuWorks はおかげさまで国内累計出荷数が 300 万ライセン
スを突破しました。DocuWorks はオフィスワークに欠かすこと
ができない「紙」「机」そして「文房具」を PC の中に実現したソフ
トウエアです。紙や机のように誰でも感覚的に使えること、そして
使うひとへの優しさを DocuWorks のコンセプトとして、発売以
来、大切にしてきました。

DocuWorksプラスワンでさらに効率アップ！

オフィスは
紙文書でいっぱい！
何とか整理したい！

ビジネスで発生する紙文書。オフィ
スでは出力コストや保管スペースな
ど問題が発生します。紙文書である
必要のない文書はスキャンして
DocuWorks で電子文書化して整
理整頓しましょう！ 省

ファックスでの
やり取りが大変！

DocuWorks と富士ゼロックスの
複合機との組み合わせにより、紙を
使わずにファックスの送受信が可
能になります。 省

PC 操作が苦手。
紙に書くように
訂正や指示がしたい

DocuWorks プラス ペンタブレット
で紙のように書ける・消せる・や
り直しができる！マウス操作に不慣

れな方にお勧めで
す。紙を出力するこ
となく、打ち合わせ
などにも活用でき
ます。省

日々溜まっていく
名刺を簡単に
データベース化
できないかな～

DocuWorks プラス名刺管理ソフ
ト Tant Card で名刺をスキャンす
るだけで文字情報を自動で認識し
て保存します。検索も簡単です。

省

文書を電子化して
みたものの、膨大な
量のファイルの
管理が大変！

DocuWorks と連携してファイル
台帳管理を実現するソフトウェア
「PowerList for DocuWorks」が
あります。簡単に DocuWorks 文
書のフォルダ内のファイル台帳が作
成できます。 省

DocuWorksプラスワンで省力化・コスト削減・
エコロジー・業務効率アップが実現できます！

ダイレクトメール、
見ないで捨てられ
ちゃうのをどうに
かしたい！

お客様ひとりひとりにインパクトの
あるオンリーワンダイレクトメールが
作れるソフトをご紹介します。
今まで作成していた DM にプラスア
ルファ！印象を変えましょう！ 増

名刺って社内で
内作できないかな？

名刺を社内で内製化するフローシス
テムをご紹介します。会社の規模数
によっては経費削減にもつながりま
す。使いたい時に使う分だけ出力可
能です。

省 エコ

省 エコ

カタログは商品入れ
替えが多く、余った
カタログがいっぱい

かんたんカタログ印刷システム
a-catalog【エイボック エィ・ティー・
システム（株）】をご紹介します。商品
情報をデータベース化し、簡単に検
索。出力したい商品を必要なだけ出
力できます。

利便性のあるオフィス機と印刷業
界やデザイン業界で活躍している
高画質プリンターが見事に融合し
た新しい複合機です。
これ一台でコピー・スキャナーや
FAXなど複合機の役割とカタロ
グやパンフレットなどの販促物を出力できるオンデマンド機として
ご活用いただけます。

富士ゼロックス初となる「カラー
1パス両面読み取り」を搭載し、
裏面の読み取り専用にカラーセン
サー（原稿読み取り部）を新た
に採用し、モノクロ、カラーとも
に片面で100枚/分、両面で200ページ/分の高速スキャンが可
能となりました。また新開発の｢スマート節電技術｣の採用により、
生産性、耐久性、画質、優れた省エネ性能に磨きをかけた複合
機です。

総務・業務部門様向けソリューション

●iPhone/iPad連携文書管理、業務の効率化

●NetPrint活用による、いつでもどこでもプリント

●スマートフォンによる様々な活用事例
のご紹介
（医療・金融・教育・流通業など）

●iPhone/iPad体感！実際に手にとって操作してみてください。

スマートフォン・モバイルプリント活用による
営業活動の効率化

新しいオフィスの働き方

営業部門様向けソリューション
●SFA【可視化経営支援システム】
可視化経営とは、戦略の地図を描き、進むべき道筋を決め、企
業行動の実体を可視化することで、経営者から現場の一社員ま
でがセルフマネジメントできるようにする自律協調型の組織運
営手法。

技術部門様向けソリューション
●図面管理
色付けされた紙図面、ＣＡＤ図面、Office系のファイルなどを
簡単に電子化し一元管理が可能。
電子化された情報は簡単に検索、閲覧、再利用でき、業務効率
が図れます。一元管理した情報は簡単に共有可能。現場業務
の効率化を進めます。
●出図管理
大変手間のかかる出図作業は図面の検索作業に時間がかか
り、図面自体をも傷めてしまう懸念があります。こんな課題も
電子化する事で業務の流れは激変します。

●オフィスデリバリーサービス【E-QIX(イークイックス)】
コピー用紙、トナーカートリッジなどの日常品をワンストップで
簡単に素早くご注文いただけます。

●文書管理
経営課題の解決をするご提案やコンサルティングサービスを
ご提供いたします。

●簡易ネットワークセキュリティ　beat(ビート)

今やインターネットは常時接続の
時代。ウイルス対策以外にも不正
アクセス・スパイウエアなど様々な
脅威に対応が求められています。
beatサービスは、信頼できるネッ
トワーク環境の提供を通してお客
様のビジネスや業務を強力に支援
します。

●資産管理【CEC新潟情報サービス（株）出展】

プラス
ワン！

チラシ・パンフレット・POP・カタログなどの弊社出力機でチラシ・パンフレット・POP・カタログなどの弊社出力機で
作成したサンプルをご覧いただけます。作成したサンプルをご覧いただけます。
チラシ・パンフレット・POP・カタログなどの弊社出力機で
作成したサンプルをご覧いただけます。

業績を上げ、営業現場、
顧客情報を可視化するSFAツール

営業コンサルティングの
ノウハウをパッケージン
グした完全WEB対応の
営業支援システムです。

SKYSEA Client View　Ver.5～クライアント運用管理ソフトウェア～
資産管理、ログ管理、レポート機能、リモート操作機能など情
報セキュリティ対策に必要な機能を
オールインワンで搭載したクライアン
ト運用管理ソフトウェアです。最大の
特徴は使いやすさにこだわった操作
画面で、どなたでも簡単にご利用いた
だけます。

●ALSI(アルプスシステムインテグレーション)
USBメモリの情報漏えい防止/盗難・紛失対策ソフト

DocuColor 1450 GA

ApeosPort-IV C5580

増

エコ 増 省

ガエコ 増

エコ 省

情報システム部門様向けソリューション ガエコ

ガ 増

エコ 省

その他のソリューション エコ 省
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●基幹システム連携出力
●IBM PowerSystem“IBMi” 高機能 PDF 作成ツール
　UT/400-iPDCグラフィカル PDF 帳票作成し、複合機に集
　約出力【（株）丸新システムズ出展】

●帳票出力の後処理機ピツニーボウズ社製
　『DI380』（自動封入封緘機）
   「紙折り」「封入」「封緘」を一台で自動処理

●OBC 奉行シリーズとオーバーレイ機能を使った富士ゼロッ
　クス帳票ソリューション for 奉行
 【（株）エヌ・シー・エス出展】

●各種文書の電子化
●電子化によるスペースセーブと検索・再利用促進
納品書（控）・請求書・各種契約書などを電子化して、問い合
わせ対応を効率的に行なうとともにスペースセービングに貢
献します。電子化および属性付与作業は当社でお請けするこ
ともできます。

●通信コスト削減
●アスパイアエックス
【NECインフロンティア ( 株 ) 出展】
ビジネスホンは、お客様のコミュニ
ケーションインフラである電話設備の
「コスト削減」と「業務改善・効率化」
を実現します。オフィス機と高画質プリンタが融合した

新しい複合機

高速機のご紹介

●ICカード連携
●ICカードによる認証・プリント・ログ管理システム
●ApeosWare Management Suite




