
革新的なテクノロジーと、
新しい働き方・ビジネスの形を、
五感で体験する。

リラックスできる空間で、
未来を本音で対話する。

お客様の課題解決へ、
共に価値をつなぎ、生み出していく。

EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES

VALUE PROPOSITION

様々なワークプレイスをデジタル化するために。

“はたらく”に歓びを。
リコーは、はたらく人の創造力を支え、ワークプレイスを変えることで、
充足感、達成感、自己実現につながる、はたらくの変革をお届けします。
そして、この提供価値を体現したのが、RICOH BIL Tokyo。
リコーが想い描く未来を、ご体感ください。

ニューノーマルの時代が到来し、世界
の働く環境は大きな変化を余儀なく
されました。私たちは、顕在化した社
会課題のひとつである、ワークプレイ
スのデジタル化が最重要課題と認識
しています。

現場とオフィス、業務と業務、企業と
企業、オフィスとホームの間に介在す
るストレスをなくすことを目指し、「リ
モート」と「自動化・省人化」を軸に
デジタルサービスによる取り組みを
進めています。

現場
Site

仕入先
Supplier

オフィス
Office

①現場とオフィス、②業務と業務、③企業と企業、④オフィスとホームの間に介在するストレスをなくす。

ワークプレイスにおけるリコーのデジタルサービス

ホーム
Home

1

現場やオフィスの
業務をデジタルワーク
フローで運用

現場で起きている
事実をデジタルで収集

取引先から届く請求書・明細書を
自動的にデジタル化

得意先に発行する
請求業務を自動化

オフィスでしか使えなかったシステムを
在宅リモートで利用

業務課題に対応した
アプリケーション
サービス

3

2

4

顧客
Client

プラットフォーム

3

（受付12F）

グランパークタワー
東京工業大学附属
科学技術高等学校

●札の辻交差点至泉岳寺駅

至品川駅

至大門駅

国道15号線

田町センタービル

港芝浦
郵便局

三田ツインビル

東口

三田駅

JR 田町駅

都営浅草線
株式会社リコー
〒108-0023 東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー

https://jp.ricoh.com/company/ricoh-bil

このパンフレットはRICOH Pro Cシリーズで印刷しております。

詳細は、WEBサイトをご覧ください。

JR山手線・京浜東北線「田町駅」芝浦口（東口）より 徒歩5分
都営地下鉄 浅草線・三田線「三田駅」A4出口より 徒歩7分
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CO-THINK, CO-CREATION.
“はたらく”に歓びを。
RICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE Tokyo（RICOH BIL Tokyo）は、
はたらくの未来を共に考える知的創造空間です。

PROCESSCONCEPT

これからの働き方の、描き方。

01

世界の働く環境も個人の価値観も大きく変化し、
働くことと生活がよりシームレスになる時代。
決められたルールの中だけでは、
パフォーマンスを最大化することはできません。

まだ誰も気づいていない課題を見つけ、
新たな発見や気づきを得て、それを具現化する。
既存の枠を取り払ったその先に、これからの働き方の
正解があると私たちは考えています。

デジタルで
はたらくの変革を
個人と組織、現場とオフィス、業務と業務等あらゆるワーク
プレイスとワークフローをシームレスにつなぐことで個人の
創造力を組織の成果へと結びつけるお手伝いをします。私
たちリコーはデジタルの力ではたらくを変革し、はたらく歓
びをお届けします。

デジタルで
生活の質の向上を
私たちの日々の快適で安全な暮らしに欠かすことのできな
い生活インフラ。リコーがこれまで培ってきたテクノロジー
の応用でワークプレイス以外にも衣食住・医療・教育などの
さまざまなシーンにおいてお役立ちしています。リコーはよ
り良い未来を想像し、今を変革します。

デジタルで
脱炭素社会の実現を
私たちリコーは、脱炭素化につながるソリューション・サー
ビスをお客様にご利用いただくことで、社会全体のCO₂削
減に貢献できると考えます。これまで培ってきたデジタル技
術を活かし、さまざまな業種・業界のお客様に、脱炭素社会
実現に向けた新たなご提案をします。

はたらくの変革を体現する
社内実践の取り組み
お客様はもちろん、私たちもはたらく人。だからこそ、まず
私たち自身が自らの業務を見つめ直し、デジタルを活用した
はたらくの変革を実践・検証しています。社内実践で得られ
た確かなノウハウをご体感いただくことで、お客様のはたら
くの変革にチャレンジいただくきっかけをご提供します。

モノづくりにデジタル
マニュファクチャリングを
「リモート」「自動化・省人化」をキーワードに、取引先も含め
たモノづくりプロセス全体でIoT・エッジデバイスによるデー
タ収集や状態把握を行い、モノづくりにおける付加価値の増
大を実現します。また、そのノウハウを製造業のお客様に提
供することで、お客様の現場のデジタル化をご支援します。

イキイキと誰もが
活躍する会社づくり
はたらく人のベストパフォーマンスは、はたらく人自身が自律
的意識を持って歓びを感じながら働いているときにこそもたら
されると信じています。はたらく人の歓びの総量が、企業のパ
フォーマンスの増幅をもたらすことを、私たち自身で証明する
ために、自律型人材が活躍しやすい環境を整備しています。

あらゆるワークプレイスをつなぎ、
はたらく人の創造力を支えるデジタルサービスと、
お客様の感性やアイデアが融合することで、
新しい価値が生まれる。

ここ、RICOH BIL Tokyoで
はたらくの未来を共に考えてみませんか。

まず、リコーが考える新しい技術を活用した
これからの働き方を体験していただきます。
その体験から、様々な対話が生まれること
でしょう。

お客様に出会っていただきたいのは、「自社
のこのシーンに活かせるのでは」などの思い
がけない気づきです。その気づきをきっかけ
に、一緒に考え、発想していきます。

お客様が思い描く未来にあわせたご提案を
します。また、お客様の技術とリコーの技術
を組み合わせることで生まれる新しい価値
を共に創造していきます。

ありたい姿 
Vision 体験

Experience

知識 
Knowledge

技術 
Technology

知識 
Knowledge

GUEST

RICOH

気づき 
Insight

共創 
Co-Creation

対話 
Dialogue

発想 
Co-Think

提案 
Proposal

02

03

ACTION

未来を想像し、新しい価値を導く。
お客様にお伝えしたい価値を、6つのテーマに分けてご紹介します。
お客様の課題や関心事にあわせて、未来へのストーリーを描き、新しい働き方を見つけ出していきます。
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