RICOH スクラムパッケージ テレワークスタートモデル

どこでもワークシリーズ
運輸業

製造業

不動産業

働き方改革をご支援します

観光業

福祉・介護業

医療業

建設業

外出先からオフィスのP C を安全にリモート操作
OFFICE

外出先

外出先

こんな課題が

「働きやすさ」を邪魔していませんか?
働 く場 所 の 制 約
データの持ち出しが制限さ

育児などで在宅の必要があ

現場にデータを持ち出せな

れているので、社外で業務を

るのに、社外から業務システ

いので、紙出力をせざるを得

進めることができず、通常業

ムが使えないので、仕事が続

ないため、コストがかかって

務後に帰社し、残業で対応し

けられない（総務担当者）

しかたない（建設業・現場監

濡れや汚れでPC やタブレッ

トが壊れてしまうので、現場
で使えない（看護師）

督者）

ている（営業担当者）

情 報 漏 え い リス ク
顧客情報がモバイル PC 内
にあるが、もし紛 失したり、
盗難にあったりしたらと思うと
…（不動産業営業担当者）

利用者さんの個人情報をファ
イルで持ち歩いているけど、
もし落としてしまったら個人
情報が漏れてしまうので怖
い。
（訪問介護士）

こんな課題を

どこでもワークシリーズが解決 !
時間や場所を問わず ＰＣ を使いたい

防じん・防水タブレットPC なら、
どんな場所でも使える

小型軽量 PC で
持ち運びも負担にならない

いつでも安全にＰＣを使いたい

リモートデスクトップサービスで
安全に社内 PC を外から使う

RICOHスクラムパッケージ

テレワークスタートモデル
どこでもワークシリーズ
富士通製モバイル端末

ARROWS Tab Q509/VB
防 水

防 塵

OS
CPU

LIFEBOOK U939/BX

10.1型ワイドディスプレイを搭載。
コンパクトありながら防水・防塵を
実現したタブレット。
タブレット本体は約595gと軽量化。
軽量スリムキーボードが標準添付なので、
資料作成も快適にこなせる1台。

持ち運びに便利な薄さ約15.5mmの超薄
型、質量も約898gと超軽量。
狭額縁設計により12インチ並みの筐体サイ
ズで13.3型液晶を搭載した1台。
バッテリー駆動は、約21.0時間（JEITA2.0）

Windows 10 Pro（64bit）
Intel® Celeron ® N4000
4GB（オンボード）

メモリ
外部記憶装置
ディスプレイ
無 線 LAN

OS
CPU

メモリ
外部記憶装置
ディスプレイ
無線 LAN

暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB
10.1 型ワイド
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠

リモートデスクトップサービス

ONLINE

薄型

軽量

Windows 10 Pro（64bit）
Intel® Core™ i5-8265Uプロセッサー
8GB（8GB×1）
暗号記機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB
13.3 型フルHD
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠

ScreenView（1年分／1ライセンス）*
*2 年目以降は別途ライセンスの更新（有償）が必要となります

遠く離れた場所にあるPCに「Agent（エージェント）」をインストール
するだけで、インターネットを介していつでもどこでも手元のタブレッ
ト・ノートPCからリモート接続して簡単に、速く、安全にリアルタイム
で制御することができるサービスです。
ご使用上の注意
※ONLINE ScreenView及びONLINE ScreenViewのロゴは日本及び
その他の国におけるsantec株式会社の商標または登録商標です。

●
●

本サービスを利用するには、別途、通信用の回線が必要となります
オフィスの自席ＰＣがスリープ、スタンバイ、シャットダウン時はご利用いただけません

ハードウェア保証 / 保証拡張

標準保証
1 年間
引取修理

導入設置サービス

20,500 円 / 台

リコーのサービスエンジニアが 訪問し、導入設定
を行います。

保証拡張 3～5 年間

ARROWS Tab
Q509/VBの場合

LIFEBOOK
U939/BXの場合

オプションメニューでご用意
引取り修理対応

オプションメニューでご用意
翌日以降訪問修理対応

メニュー名

※標準保証および保証拡張は、メーカによる対応となります。
※保証拡張時の翌日以降訪問修理は、受付の時間によって翌々日以降の訪問修理となる場合もございます。

標準価格

どこでもワーク設置基本料金
どこでもワーク設置作業

¥8,000
¥12,500

※どこでもワーク設置基本料金は同一拠点6台まで対応可能。（7台目以降は別途お見積りとなります）
※どこでもワーク設置作業は1接続（ホストPC1台とモバイルPC1台）あたりの価格です。

さらにどこでもワークシリーズを便利にご利用いただくために
回線

モバイル用の通信回線を
お持ちでないお客様に
ITKeeper モバイルネット（docomo）

4,500 円／月

（別途初期費用 2,800円がかかります
※月間データ通信量

: 10GB

ウィルス
対策

企業向けクラウド型ウィルス対策支援サービス

クラウドサービス for MVB

月額プラン（１ライセンス）

550 円／月
）

年額プラン（１ライセンス）

6,000 円／年

※別途初期費用として1契約単位あたり2,700円かかります（月額プラン／年額プラン共通）

社外から安全に社内のPCにアクセスするリモートデスクトップサービス

ONLINE ScreenViewは、インターネット経由でどこからでも社
内のPCを操作できるサービスです。
高度なセキュリティ、安全に社外から社内システムの閲覧や操作が
できるため、安心して社外から社内のPCの操作ができます。
社外

安全、便利!

社外

社外

各企業にあった運用管理・機能を実現できます!

端末認証

2要素認証

指定端末以外からの
アクセスを制限できます。

多様な2要素認証にてセキュリティ
向上いたします。

Mail/携帯ショートメッセージ/Google OneTimePassword

RDP接続オプション

遠隔PC画面ロック

接続中にViewerでターミナルセッ
ションを利用したい際も有効です。

ONLINE ScreenViewは、
画面共有・ロックいずれも
可能です。

※グラフィックカードの種類によっては、遠隔画面ロック機能に対応できない場合があります。

サウンド共有機能

利用者権限設定

休日社内ないし遠隔地PCのサウンドを手元の端末から共有が可能です。

ユーザごとにアクセス権限や使用できる機能をしっかりと管理できます。

リモートプリンタ

マルチモニタ対応

アクセス先の書類を
手元のプリンターで
印刷できます。

遠隔PCが
マルチモニタの場合、
任意のモニタを
選択できます。

※利用者権限設定によって制限が可能です。

営業先でも手軽にプレゼンテーション

モバイルハンディプロジェクター
RICOH PJ WXC1110は手のひらサイズ、重さ450gのハンディプロ
ジェクター。どこでもワークシリーズのPCと組み合わせることで、
営業先でのプレゼンテーションも手軽に行うことができます。

手のひら
サイズ

450g

PC内の営業資料を商談の場で共有できますので、持ち運ぶ紙資料を
減らして、営業担当者の負担を減らすことが可能となります。
RICOH PJ WXC1110

どこでもワークシリーズ 導入事例
事例

1

防塵・防水で
現場でも安心して使用

業種

建設

課題

解決

ユーザー 現場作業者

事例

2

工事現場での
ペーパレス化を実現

業種

建設

情報漏えいリスクから、橋梁データの持ち出しができず、
確認や修正のために現場終了後、帰社・残業で対応していた

課題

防塵・防水タブレットとリモートデスクトップサービ
スの組み合わせで、安価にデータ持ち出しリスクを回
避し、業務負担軽減も実現

Excelで行っている工事工程管理の情報確認のため、印
刷や事務所への電話確認を行っており、業務効率化が
課題となっていた

解決

業務システムや運用を変えることなく、最新の情報
を現場 で得られるようになり、働き方改革を実現

ユーザー

リモートデスクトップ
サービス

事例

現場作業者

リモートデスクトップ
サービス

事例

3

複数施設を担当する
介護スタッフの負荷を軽減

4

場所を問わず
安全に社内業務が可能に

業種

介護施設

ユーザー 介護スタッフ

業種

製造業（紙・パルプ） ユーザー 業務システム担当者

課題

複数の施設でPC業務を行う介護スタッフが、モバイル
PCやUSBを持ち歩き、また自宅で作業を行うことも
あって、情報漏えいリスクが課題となっていた

課題

社内唯一の業務システムの担当である社長夫人が産休
に入ることとなり、病院・自宅からシステムを利用す
る必要 が出てきた

解決

リモートデスクトップサービスの利用でデータの持
ち運びが不要に。また、PCよりも軽量なタブレット
で、スタッフの負担軽減も実現

解決

場所を問わずに業務システムが使えるようになり、
セキュリティを維持しながらコストを抑えて、社外
からの業務システム利用が可能に

リモートデスクトップ
サービス

リモートデスクトップ
サービス

施設 A
施設 B

施設 C

事例

5

事例

外出先でも
円滑な業務処理を実現

業種

寺院

課題

決裁者である住職の外出が多く、業務が滞りがちだった

解決

外出先からお寺用見積もりシステムが安全に利用で
きる ようになり、また、FAXデータ確認もできるよ
うなって時 間の有効活用ができるようになった

ユーザー 住職

リモートデスクトップ
サービス

6

顧客情報を持ち出さずに
社外で業務遂行が可能に
ユーザー 社長

業種

信用調査会社

課題

外出する機会の多い社長はモバイルPCを使用していた
が、PC内にある顧客の機密データの漏えい対策が課題
となっていた

解決

リモートデスクトップサービスで情報を持ち出すこ
となく、社外での情報確認が可能に。運用を変える
ことなく情報漏えい対策を実現
リモートデスクトップ
サービス

どこでもワークシリーズ 仕様
モデル名

超軽量モバイルPC

タブレットPC

ARROWS Tab Q509/VB

LIFEBOOK U939/BX
持ち運びが楽な
薄さ約15.5mm
超軽量約898g
バッテリー約21時間駆動

防水・防塵
軽量スリムキーボード標準添付
軽量約595ｇ
OS

Windows 10 Pro（64bit）
Intel® Celeron® N4000

Intel® Core™ i5-8265Uプロセッサー

4GB（オンボード/増設不可)（LPDDR4-2400）

8GB（オンボード/増設不可)(LPDDR3-2133）

10.1型ワイド WUXGA LEDバックライト付カラーLCD
（1920 ×1200ドット）

13.3型ワイド（フルHD、1920 ×1080ドット）

CPU
メインメモリ
表示機能

ディスプレイ

静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）

入力方式

—

暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB

暗号化機能付フラッシュメモリディスク（eMMC）128GB

ストレージ

内蔵（有効画素数約200 万画素（フロント）

カメラ

内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応）

+約800万画素（リアモバイルライト付）)）

キーボード

日本語アイソレーションキーボード

86キー（LAN付軽量スリムキーボード標準添付）

（キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠）

HDMIなし、アナログRGBなし、USB（Type-C）×1

インターフェース

HDMI出力端子×1、USB3.1（Type-A/Gen1）準拠 × 2（右側面
×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き）、USB3.1(TypeC/Gen2)準拠、（Display Port Alternate Mode対応）×1（左側
面奥）、USB3.1（Gen1）×1（左側手前）

PS-2準拠ミニDIN（メス）6ピン×2（キーボード専用×1、
マウス専用×1）、LAN付軽量スリムキーボード、
USB3.0 × 1（Type-A）、USB3.1(Type-C/Gen1) × 1（Display
Port Alternate Mode対応）
約595g ※タブレット部分のみ

重量
ご提供価格
(ONLINE ScreenView
1年分／1ﾗｲｾﾝｽ含む)

型名
FARQ2200MP-OSV

《特価案件番号 SBTBEST123》

オプション

品種コード ご提供価格
FBQ563

88,100円

型名

約898g ※無線WANモデルは約918g

保証/保証拡張

型名

標準保証1年間引取修理

品種コード

ご提供価格

品種コード ご提供価格

保証

備考

標準保証

FMVU2404HP-OSV

FBQ565

160,800円

1年間引取修理

FMVU2404KP-OSV

FBQ567

177,500円

1年間引取修理

FMVU2404JP-OSV

FBQ569

181,000円

1年間引取修理

FMVU2404PP-OSV

FBQ571

193,000円

1年間引取修理

FMVU2404PP-OSV5

FBQ573

261,500円

1年間引取修理

標準保証
標準保証
標準保証
標準保証

品種コード

－
無線WANモデル
Office 2019付
パソコン5年保証
パソコン5年保証
ﾘﾓｰﾄｻｰﾋﾞｽ一括5年

オプション

型名

引取修理 3年

SV7X05B11

CMW543

12,000円

3年間翌日以降訪問修理

SV7X21B00

CMW537

ご提供価格
12,000円

引取修理 4年

SV7X05B17

CMW544

18,000円

4年間翌日以降訪問修理

SV7X21B06

CMW538

18,000円

引取修理 5年

SV7X05B1D

CMW545

26,000円

5年間翌日以降訪問修理

SV7X21B0C

CMW539

26,000円

スーパーマルチドライブユニット

FMV-NSM55

CTV011

29,800円

スーパーマルチドライブユニット

FMV-NSM55

CTV011

29,800円

※FMVU2404PP-OSV,FMVU2404PP-OSV5に保証拡張は適用できません

必須オプション
導入設置サービス
商品名

ご提供価格

どこでもワーク設置基本料金

8,000円

どこでもワーク設置作業
回線

12,500円

備考
同一拠点6台まで8,000円で対応可能。7台以上の場合は別途お見積もり致します。
1接続（ホストPC1台とモバイルPC1台の設定作業）あたりの価格。
複数台の場合は別途お見積もり致します。

商品名

ITKeeper モバイルネットＬＴＥ－D4（10GB）（docomo）
初期費用（キャリア共通）

リコージャパン株式会社
東京都港区芝 3-8 -2 芝公園ファーストビル
〒105-8503

ご提供価格
4,500円（月額）
2,800円

備考
月間データ量 10 GBまで（超過後は256Kbpsで通信可能）

●お問い合わせ・ご用命は…

有限会社 一進堂

※記載の会社名および製品名は、各社の商号、商標または登録商標です。

TEL 048-464-3515 FAX 048-465-0006
OSV201910

