
ApeosPlus desola  Technology by AI inside
データ入力業務のデジタルトランスフォーメーション

Webブラウザーの動作環境
項目 内容

対応OS ＊

Windows 10 Pro (32ビット) 日本語版
Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版
Windows 10 Enterprise (32ビット) 日本語版 
Windows 10 Enterprise (64ビット) 日本語版 
Windows 8.1 Pro (32ビット) 日本語版
Windows 8.1 Pro (64ビット) 日本語版
Windows 8.1 Enterprise (32ビット) 日本語版
Windows 8.1 Enterprise (64ビット) 日本語版
Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版
Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版
Windows Server 2012 R2 Standard (64ビット) 日本語版

CPU インテル® CoreTM i3 プロセッサー 2.4 GHz以上
（インテル® CoreTM i7 プロセッサー 3.3 GHz以上を推奨）

ハードディスク容
量 100GB以上の空き容量

メモリー容量 4GB（8GB以上を推奨）
ディスプレイ 1280×800ピクセル以上

Webブラウザー Microsoft Edge
Google ChromeTM

※最新の情報については、当社公式サイトをご覧ください。
＊Windows 8.1以降のタッチ操作は、動作保証外です。

ApeosPlus desola HotFolderの動作環境
項目 内容

対応OS ＊

Windows 10 Pro (32ビット) 日本語版
Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版
Windows 10 Enterprise (32ビット) 日本語版 
Windows 10 Enterprise (64ビット) 日本語版 
Windows 8.1 Pro (32ビット) 日本語版
Windows 8.1 Pro (64ビット) 日本語版
Windows 8.1 Enterprise (32ビット) 日本語版
Windows 8.1 Enterprise (64ビット) 日本語版
Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版
Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版
Windows Server 2012 R2 Standard (64ビット) 日本語版

CPU インテル® CoreTM i3 プロセッサー 2.4 GHz以上
（インテル® CoreTM i7 プロセッサー 3.3 GHz以上を推奨）

ハードディスク容
量 100GB以上の空き容量

メモリー容量 4GB（8GB以上を推奨）
ディスプレイ 1280×800ピクセル以上
※最新の情報については、当社公式サイトをご覧ください。
＊Windows 8.1以降のタッチ操作は、動作保証外です。

ディープラーニングを使った様々な帳票や文字の学習により、
活字はもちろん、従来のOCRでは読み取りが難しかった手書き
文字も認識可能です。
優れた画像補正技術により、ファクスで受信した帳票やカメラで
撮影した画像も認識可能です。

AI inside 社のAI-OCRエンジンを採用

乱雑な文字やクセ字
複数行で書かれた文字 取り消し線の読み飛ばし 押印の除去

 注意 〈安全にお使いいただくために〉
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源、電圧でお使いください。安全上のご注意

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2021年10月現在のものです。　DGE-1430 2110

●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は、フィルム、印刷インキの性質上、実際の色
とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●FUJIFILM、およびFUJIFILM ロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標また
は 商 標 で す。 ●ApeosPlus、Working Folderは、 富 士 フ イ ル ム ビ ジ ネ ス イ ノ ベ ー シ ョ ン 株 式 会 社 の 登 録 商 標 ま た は 商 標 で す。 ●Microsoft、
Windows、OneDriveは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Intel、Intel Core、インテル、
インテコアは、米国およびその他の国におけるIntel Corporation の商標または登録商標です。●AI inside、およびAI insideロゴは、AI inside 株式会
社の登録商標または商標です。●商奉行および商奉行のロゴマークは、株式会社オービックビジネスコンサルタントの登録商標または商標です。●
kintoneおよびkintoneのロゴマークはサイボウズ株式会社の登録商標または商標です。 ●その他の社名または商品名等は、それぞれ各社の商標、また
は登録商標です。

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは

0120-27-4100
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時〜
12時、13時〜17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用
いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場
合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対
応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

ApeosPlus desola Technology by AI insideの動作環境・対応機種・価格など
最新の情報については、当社の公式サイトをご覧ください。 fujifilm.com/fb/product/software/ap_desola



活字や手書きの帳票をデータ化するために必要なOCRの基本機能に加え、仕分け、読み
替え、チェックなどデータ化の前後工程を含めたデータ入力業務全体をサポートします。データ入力業務全体をサポート

業務に合わせた取込機能を提供
4つの手段による取り込み機能を提供し、業務に合わせた運用が可能です。複
合機と連携することで、簡単な操作で文書をApeosPlus desolaに直接取り込
むことができます。
また、5つのフォーマット*¹に対応し、業務に合わせた柔軟な対応が可能です。

多様な手段での文書取り込み❶

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

簡単、らくらく操作で他社システムとも連携！！

「ApeosPlus desola」に
データ入力をお任せください。

複合機による「より簡単な」文書取り込み、AI-OCRによるデータ化、データ取り込み後のチェック
作業や読替作業の自動化、OCR結果を他社業務システムと連携できる出力バリエーションなど、
入力から出力までシームレスな流れを実現します。

文書取り込み

文書種類ごとに仕分け データ整形（読み替え/チェック）データ抽出（OCR） 業務システムへの登録

*1 PDF、DocuWorks文書、TIFF、JPEG、PNGに対応　*2 ApeosPlus desola HotFolderの
インストールが必要　*3 OneDrive for Business、Working Folderに対応

フォルダ監視*²Webブラウザ 複合機 クラウド
サービス*³

仕分け作業の自動化❷
取り込んだ文書は自動で仕分け
仕分けルールを事前に設定しておくことで、取引先ごとに書式の異なる注文書、
申請書やアンケートなど種類の異なる帳票でもまとめて投入し、該当の設定に
応じて自動でOCR処理を実行することができます。

仕分けルール

A社 注文書

申請書

B社 注文書

アンケート

C社 注文書

OCR結果を最大限活用できる出力バリエーション
処理済みのデータは、kintone®、商奉行®クラウド*⁴へ簡単な操作で直接連
携できます。
また、イメージファイル*⁵は、当社クラウドストレージサービス Working Folderに
保存することができます。イメージファイルには処理済みのデータを属性として付
与することが可能です。処理済みデータは汎用形式でのダウンロードも可能です。

処理済みデータの自動登録・活用を支援❺

*4 商奉行®クラウドは受注伝票に対応 　*5  PDF、DocuWorks文書に対応

Working Folder

視認性の良いユーザーインターフェース
1帳票ごとにOCR結果を確認する「帳票ビュー」に加えて、「リストビュー」を搭載。
リストビューでは、複数枚の帳票を横断して同じ項目を一覧で表示し、効率的に
OCR結果を確認することができます。OCR結果を間違い探しの要領でチェッ
クでき、スピーディーな確認処理を実現します。

OCR結果の確認処理を効率化❸

帳票ビュー リストビュー

OCR後のデータ整形処理の効率化❹
データの読み替え・チェック作業を豊富な機能でサポート
台帳をもとにOCR結果を特定の内容へ自動で読み替えることができます。
例えば商品名のOCR結果をもとに商品コードへの読み替えを自動で行うこと
ができます。また必須項目の記入漏れチェック、日付を起点としたチェック、
数値の四則演算などが可能です。OCR結果の確認から一連の流れでデータ
整形・チェック作業を行うことができます。

分かりやすい操作画面
進捗管理をナビゲート・対話型の設定機能

ホーム画面では、ステータスごとの帳票のボリュームを確認でき、作業の進捗
状況を一見して確認することができます。
OCRの読取設定や読み替え、チェックの設定は、対話型のUIで指示に従ってい
くだけで簡単に設定可能です。


