
本紙の記載内容は2018年4月現在のものです。

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

お問い合わせは、当社へ。国内総販売元/製造元

0120-805039お客様相談室

おことわり　確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。
　　　　　    消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

受付時間は土、日、祝日を除く 9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。http://www.konicaminolta.jp

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、Giving Shape to Ideasおよびファシリザは、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※Microsoft及びWindowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。※Macintosh、Mac OS X、iPad,iPhone
は、Apple Inc.の米国及びその他の国における登録商標です。※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※iOSの商標は、Ciscoの米国及びその他の国のライセンスに基づき使用されています。※Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。※その他
のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。※本誌掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本誌掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けま
す。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい内容、制約条件等は弊社営業までお問い合わせください。

施設予約管理システム用独自ポータル
会議室予約状況表示 指定日の会議室の予約状況を表示する
会議室予約一覧 当該ユーザーの会議室予約一覧を表示する
会議室予約登録／更新／取消 会議室の新規予約、更新、取消を行う
空き会議室検索 指定日時の空き会議室を検索
会議室繰り返し予約 会議室を同曜日、同時刻などの条件で繰り返し予約を行う
備品予約状況表示 指定日の備品の予約状況を表示する
備品予約一覧 当該ユーザーの備品予約一覧を表示する
備品予約登録／更新／取消 備品の新規予約、更新、取消を行う
空き備品検索 指定日時の空き備品を検索
備品繰り返し予約 備品を同曜日、同時刻などの条件で繰り返し予約を行う
会議室情報表示機能 当該会議室の情報（会議室名等）を表示
会議室使用状況表示機能 会議室の使用状況（「空き」、「開始前」、「使用中」等）を表示
会議室予約状況表示機能 当該会議室の当日の予約状況を表示
新規予約機能 当該会議室の新規予約を行う
予約延長機能 予約時間の延長を行う
お知らせ機能 音声、及び端末にて予約終了前、移動キャンセル前に通知を行う
QRコード読み取り 部屋前のQRコードを読み取り該当会議室の画面を表示
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予約（会議室）

予約（備品）

部屋前機能

会議室予約一覧（受付用） 指定日の会議室予約一覧を表示する
備品予約一覧（受付用） 指定日の備品予約一覧を表示する

初回契約時（必須）

FaciRiza年間ライセンス10デバイス 150,000円

FaciRiza年間ライセンス30デバイス 390,000円

FaciRiza年間ライセンス50デバイス 550,000円

FaciRiza年間ライセンス100デバイス 900,000円

FaciRiza一括ライセンス10デバイス 525,000円

FaciRiza一括ライセンス30デバイス 1,365,000円

FaciRiza一括ライセンス50デバイス 1,925,000円

FaciRiza一括ライセンス100デバイス 3,150,000円

追加用
デバイスライセンス

■機能一覧

■利用イメージ

■ライセンス価格（税別）

クライアント

受付

入退室管理
●会議室の使用状況表示
●会議室予約の延長処理
●会議室の即時予約
●自動キャンセル
●会議終了前アラーム

会議室管理
●予約状況/利用実績ログ出力
●会議室/端末の登録
●会議室端末の導入/設定
●予約一覧表示用のグループを
作成

会議室利用状況の確認
●全会議室の予約状況を確認

施設予約（＠社内・社外）
●空き検索　●施設予約

一般ユーザー一般ユーザー

施設予約管理システム
ファシリザ

会議室前専用端末/モバイル端末

会議室設定用端末

PC/モバイル端末

PC/モバイル端末

管理者 受付者／一般ユーザー

会社の資産である施設を有効活用
施設予約管理システム「ファシリザ」

外出先の
モバイル端末から
施設を予約

効率的な
会議室運用

会社設備を
トータル管理

※上記はライセンス価格のみを記載しております。導入設置費用及び保守費用等に関しては別途お見積りさせて
いただきます。

対応OS Windows Server 2012R２
CPU 2Core以上
メモリー 8GB以上
HDD 空き容量200GB以上
対応OS Windows 7/8.1/10
解像度 1280×768以上
ブラウザ Internet Explorer 11、Chrome 61以降
対応OS iOS 10以上、Android 6以上
解像度 640×1136以上
ブラウザ Safari 10.0以降、Chrome 61以降
対応OS Windows 10 Professional（64bit）
解像度 1280×768以上
ブラウザ Chrome 61以降

■動作環境

サーバー

クライアントPC

スマートフォン

タブレット



効果的な
施設利用を
支援

会議の開始と終了を管理してカラ予約を防止

施設の予約状況を丸ごと一元管理

専用端末で施設利用状況を管理

施設利用における
循環スパイラルを実現

変革すべき業務・状況

会議室や
備品の
管理に最適

ビジネス
スピードの
変革

必要な
意思疎通を
促進

施設予約管理システム

FaciRiza（ファシリザ）とは
従来別々に予約していた会議室と備品を同時に予約することが可能。予約にかかって
いた無駄な手間を大幅に削減できます。また、社有車、部門管理の備品等も予約・管理
が可能です。

施設利用時には、部屋前端末で会議開始の操作を行います。一定時
間経過後に開始操作が行われない場合、予約がキャンセルされ他の
人が利用可能になります。また、会議室利用終了を事前にアラームで
お知らせする機能により、効率的な会議室の利用を支援します。

企業で利用される様々な施設や会議室の予約
管理機能を提供するシステムです。
予約しても使われないカラ予約を防止し、会議
室・施設を有効活用することで、使いたいたくと
も使えないといったオフィスの悩みを解消いた
します。
また、利用履歴が記録され、蓄積された情報を
分析することで、用意する会議室・施設を最小限
に押さえることができ、結果として、コンパクト
オフィスの実現、賃料の削減に寄与いたします。

システムには部門・IDごとに利用履歴が記録さ
れます。蓄積された情報を分析し、施設・会議
室の適正な利用を促すことができます。また、
効率的な施設利用をすることで、必要とされる
施設・会議室の抑制が可能となり、結果として
コンパクトオフィスの実現、賃料の削減に寄与し
ます。

モバイルで外出先からも即座に予約

モバイル予約画面

施設の予約はPC以外にモバイル
からもアクセス可能。外出先でも
空き状況の確認、その場で予約が
できます。テレワーク・モバイル
ワークを推進する働き方変革をお
手伝いします。
※社外からのアクセスには、社内ネットワークに接
続できる環境が必要です。

会社に戻って
会議室の空きを
確認してから
連絡しないと…

空いてるけど
使って大丈夫かなぁ。
一応、予約は入っている
みたいだけど…

うまく使えば
会議室が

足りないことも
ないと思うけど…

※各種グループウェア連携に関しては、担当営業にご相談ください。 目指す姿

予約 管理

データを
活用

コミュニケーション
協働・供創

施設利用

データ収集

データ分析運用改善

業務改善

コンパクトオフィスの実現に寄与

コニカミノルタの考える働き方変革では、働き
方を決める要素としてオフィスでのコミュニケー
ションが重要ととらえています。「ファシリザ」を
導入することで、予約しても使われないカラ予約
を防止し会議室・施設の有効活用が可能です。
使いたいのに使えないといった悩みを解消し、
コミュニケーション活性化に寄与します。

オフィスでのコミュニケーションを活性化

PC会議室空き状況検索画面

PC予約画面

会議室会議室備品 部門備品社有車
利用者 管理者

個人のノウハウ
個人に帰属した仕事

グループワーク
チームセリング

今度の搬入時も
社有車使えるかなぁ。
たまに無い時も
あるし…

分析データ

適正利用で
コスト削減


