
イベント向け“新感覚”お絵描き
コミュニケーションツール



紙に描いてひろがる無限の可能性。
紙アプリは紙に描いた絵が映像になり、鑑賞や対戦ができるコミュニケーションツール。
命を吹き込まれたように絵が動き出し、「自分の描いた絵が動いた！」という驚きと感動が体験できます。
バラエティに富んだアプリをご用意。アイディア次第で色々なシーンでお使いいただけます。

簡単に使えて
みんなで一緒に楽しめる
絵を描いて読み込むだけなので
誰でも気軽に楽しめます。

多彩なアプリを
ご用意しました
利用シーンに合わせて
お好きなアプリを
お選びいただけます。

集客を促進し、
滞留時間を伸ばす
来場者の満足度をアップし、
ビジネスの拡大をねらいます。

新しい教材として
子どもたちに楽しみながら
学んでもらえます。

企画に合わせて
カスタマイズもできる
背景、動き方、専用紙
などのカスタマイズも
お受けします。

子どもたちの
思考力/創造力を養う

医療現場でも
活躍が期待できる
医療現場における
ツールの一つとして
お使いいただけます。

新感覚のお絵描き体験

紙アプリ
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描いた絵が立体化してコースを走り、レースを
繰り広げます。絵の色や形によって車の性能が
変化しレース展開に影響します。
対戦だけでなくタイムトライアルも楽しめます。

車が4台そろう、もしくは一定時間を
過ぎるとレース開始です。

紙レーサー

●４人対戦
●1レース約３分

描いた絵の特長に応じて様々な花火が夜空に
打ち上がります。絵はランダムに登場します。

●同時に表示できる絵は30枚
●メッセージを打ち上げることも可能
●「インタラクション機能」の追加により、スクリーンを
　なぞると自分で花火を打ち上げることができる＊

アプリのご紹介
鑑賞系のアプリから、対戦ができるゲーム系まで。
シーンに合わせて多彩なラインナップからお選びいただけます。
使い方はとっても簡単。専用紙に絵を描いてスキャナーで
読み込むだけ。大人も子どももみんなで一緒に楽しめます。

スキャナーで読み込みます。

専用紙に推奨の
カラーペンやクレヨンで
自由に絵を描きます。

描いた絵が
動き出します。

紙 花 火

描いた絵が、立体化して線路に沿って走ります。
電車は連結したり、分岐したりします。

●同時に表示できる絵は30枚
●「インタラクション機能」の追加により、
　スクリーンのキャラクターに触れると、
   電車が飛び跳ねる＊

紙トレイン

描いた絵が、海の生き物のように自由に泳ぎ回ります。
絵ひとつひとつがそれぞれ違った“うごき”をします。

描いた絵が海の中でスイスイ泳ぐ！

描いた絵が恐竜世界を駆け回る！

1位を狙え！描いた絵で競争！

夜空を描いた絵で彩る！

描いた絵が街中を走り回る！

イベント内容や季節に合わせてお選びいただける、さまざまなデザインのアプリをご用意しています。

カスタマイズ可能なもの：
■アプリの背景　■絵の動き　■専用紙　■造作・スクリーンデザインなど　■テーブル&椅子など　
上記以外にもカスタマイズ可能な項目もございます。詳細は担当者までご相談ください。　
※一部カスタマイズ対象外のアプリもございます。

恐竜たちが卵から “ポコッ”と生まれて草原を駆け回ります。
小さな恐竜たちがのんびりしたり、ほえあったり、時々大きなティラノザウルスが登場したりします。 

紙アクアリウム

その他にもさまざまなアプリがあります！

企画に合わせてカスタマイズも可能です！

紙ダイナソー

デザインの一例　※順次追加予定です。

〈クリスマス〉〈飛行機〉 〈ハロウィン〉

見て楽しむアプリ

見て楽しむアプリ

見て楽しむアプリ

見て楽しむアプリ

ゲームで楽しむアプリ

＊インタラクション機能の利用には、別途
   専用機材や設置などの費用が発生します。
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＊インタラクション機能の利用には、別途
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●同時に表示できる絵は50枚
●絵の形や色によって泳ぎ方が変化する
●「インタラクション機能」の追加により、
　絵に触れる楽しみを利用することも可能＊

● ４種類の恐竜のぬりえを用意
● 同時に表示できる絵は30枚
●絵の形や色によって動き方が変化する
●「インタラクション機能」の追加により、
　絵に触れる楽しみを利用することも可能＊

＊インタラクション機能の利用には、
  別途専用機材や設置などの費用が発生します。
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集客を促進し、滞留時間を伸ばす
商 業 施 設 での活用イメージ

毎月のフェア会場で
行なうイベントに、
何か新しい企画は
ないかな・・・。

こんなお絵かき初めて。
またやってみたい！

多店 舗 店での活用イメージ

お子様が自分たち
だけで楽しめる
お遊びツールを
探しています。

大 規 模 な 構 成にも対応 可 能です。

導入事例  愛知県蒲郡市 株式会社ラグーナテンボス様

お買い物してていいよ！
まだ遊んでるから。

店舗
スタッフ

衣料品店
スタッフ

毎 月のフェアで の 出し物 は、似 たような企画
ばかりでは徐々に集客が伸び悩んでしまいます。
紙アプリならお子様はもちろん、大人の方にも
楽しんでいただけるので 新たな集客効果が期待
できます。背景や動き方のカスタマイズもでき、
一度に大人数に対応することも可能です。

キッズ向けの衣類を扱うお店にはお子様連れの
ご家族が沢山いらっしゃいます。紙アプリを導入
すれば、お客様の滞留時間が伸びるだけでなく、
お子様が紙アプリに熱中している間にお買い物を
楽しんでいただけるので、売り上げはもちろん、
リピート率のアップも期待できます。

プロジェクターを複数台使用し、大型スクリーン・壁一面への投影など、お客様
の実施条件に応じた大規模構成へも対応可能です。また、一部アプリケーション
では、センサーなどを利用したインタラクション機能の追加も可能です。
費用などの詳細については担当者へご確認、ご相談ください。

アミューズメント施設「ラグーナテンボス」では、リコーの超短焦点プロジェクター6台を使用した全長約
15mの大型スクリーンで紙アクアリウムを楽しめる「3D水族館」アトラクションを提供しています。
来園者は大きなスクリーンに囲まれ、まるで海の中にいるような体験ができます。また同時に、 専用メガネを
着用すると描いた絵が飛び出す3D 紙アクアリウムも実施しています。

※各写真はイメージです。

医療現場でも活躍が期待できる

子どもたちの思考力/ 創造力を養う

医 療 現 場での活用イメージ

教 育 現 場での活用イメージ

紙アプリの 教 育 現 場での活用について

大妻女子大学 社会情報学部 

生田 茂 教授

シンプルで
わかりやすいので
誰でも簡単に
楽しめそうです。

子どもたちが
楽しみながら学べる
使いやすそうな
教材です。

教師

医師

入院や通院している子どもたちへの楽しみとして、
また、子どもから大人まで療育・療養・リハビリ
の一環として、「 絵を描く」ことを取り入れる医療
現場も見受けられます。紙アプリは、絵を描くだけ
でなく、自分の描いた絵が動き出す楽しさを感じる
ことでプラスαの効果 が期待できます。また、処方
箋や会計待ちのストレス解消としても活用できます。

子どもたちに競わせることには賛否両論あるかも
しれませんが、紙アプリは教育現場でも活用でき
ます。子どもたちはゲームの勝ち負けを気にする
だけで終わらず、「どうすれば次勝てるか？」を考え、
何度も挑戦し続けるポジティブ思考を持つように
なることが期待できます。

教育における地域連携活動の一層の推進と発展を図ることを目的として、「地域
連携プロジェクト」を主宰しています。この中で、リコーの「紙アプリ」やゼミの学生が
制作した教材を使って、「学校を美術館・博物館に変身！」させる活動を展開して
います。これは、子どもたちに自分の描いた絵が3DのCG画面の中で動き回るという
体験をしてもらうものです。「紙アプリ」はお絵かきの上手・下手に関係なく、子ども
たちの積極的姿勢、想像力の強化、言語活動の活発化などを図ることのできる新しい
教育ツールとして、高く評価しています。

医療社団法人 和光会 
総合川崎臨港病院 病院長

聖マリアンナ医科大学 
消化器・肝臓内科 臨床教授

NPO キッズアートプロジェクト理事長

渡邊 嘉行様

病 院で過ごす子どもたちにアートを通じて笑 顔を届ける「キッズアートプロ
ジェクト」を 2013 年から全国で展開しています。治療内容の受け入れの向上、
小児医療環境の改善を目的とし、子どもや家族にとって勇気づけや楽しみとなる、
アートを共有する場を提供する取り組みです。「紙アクアリウム」の話を聞き、
これなら子どもたちの心を動かす特別な体験を届けられると思いました。2015 年
8 月、聖マリアンナ医科大学病院での「紙アクアリウム」を使ったイベントでは、
外来の待ち時間が笑顔でいっぱいになり、子どもたちは楽しい気持ちのまま前向き
に診療を受けてくれました。今後は同様の活動を他の病院にも広げていきたいと
考えています。

紙アプリの医 療 現 場での活用について
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教育ツールとして、高く評価しています。

医療社団法人 和光会 
総合川崎臨港病院 病院長

聖マリアンナ医科大学 
消化器・肝臓内科 臨床教授

NPO キッズアートプロジェクト理事長

渡邊 嘉行様

病 院で過ごす子どもたちにアートを通じて笑 顔を届ける「キッズアートプロ
ジェクト」を 2013 年から全国で展開しています。治療内容の受け入れの向上、
小児医療環境の改善を目的とし、子どもや家族にとって勇気づけや楽しみとなる、
アートを共有する場を提供する取り組みです。「紙アクアリウム」の話を聞き、
これなら子どもたちの心を動かす特別な体験を届けられると思いました。2015 年
8 月、聖マリアンナ医科大学病院での「紙アクアリウム」を使ったイベントでは、
外来の待ち時間が笑顔でいっぱいになり、子どもたちは楽しい気持ちのまま前向き
に診療を受けてくれました。今後は同様の活動を他の病院にも広げていきたいと
考えています。

紙アプリの医 療 現 場での活用について



※消耗品のオーダーは初回に一括で承ります。 ※追加オーダーも可能です。

紙アプリ レンタルパッケージメニュー
紙アプリはレンタル専用商品です。お客様がご検 討中の利用環 境を活かし、紙アプリを手軽に導入できるレンタル
パッケージをご用意しています。実施スペース、お持ちの機材などに合わせて、最 適な構成をご提案します。

【保守・その他サービス】
■オンサイト保守はつきません。万一、不具合が発生した場合は、バックアップ機による代替対応となります。（バックアップ機は運用機と一緒にあらかじめお送りします。）
■セッティングは同梱のマニュアルをもとにお客様に実施していただきます。ただしパッケージによっては、弊社で実施させていただきます。
■オペレーター手配をご希望の場合は委託企業をご紹介します。お客様と委託企業の間で直接ご契約ください。

【ご請求】
■初回：レンタル料（月額）＋消耗品費＋搬入出費 + 初期費用　2ヶ月目以降：レンタル料（月額）　
※紙アプリレンタルパッケージの構成、搬入出条件に応じて変動する設置・搬入搬出費用がレンタル費用、消耗品費などに加え発生します。※設置費用は必要時のみとなります。

ご注意

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・郵便ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。 ②著作権の全部または、一部につき、
著作権者の承諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。　※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。
※このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。　※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。
※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。　※本カタログに記載の会社名および製品名･ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

●お問い合わせ・ご用命は・・・

このカタログの記載内容は、2017年12月現在のものです。 1502PH-1712＜34021847＞7/PこのカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

http://www.ricoh.co.jp/rental/paper_app/

レンタル料金

手軽に紙アプリをご利 用いただ けるように、必 要な 機 材 やスクリーン、投影機材を含む構成をご提案します。
イベント空間を“まるごと” 導入いただくことが 可能です。

＜実施イメージ＞

多彩なラインナップからお好きなアプリをお選びください。
複数のアプリをインストールすることも可能です。
※アプリはパソコンにインストールしてご提供します。

構成・期間/ご要望に応じて個別にお見積りさせていただきます。

消耗品アプリ

■カラーペン
絵を描く際は専用のカラーペンを推奨します。
※カラーペンは株式会社サクラクレパス製となります。

■専用紙
紙アプリを利用するためには専門紙が必要となります。
オリジナル専用紙作成のオプションもございます。
※デザインは変更になる可能性があります。

■パソコン
■備品類

機材を全てレンタルしたいお客様には…
オールインワンでご提案！

オプション

■パソコン　　　　　　　■スクリーンユニット
■スキャナー　　　　　　■スキャナー台
■プロジェクター　　　　■備品類
■スピーカー

＜構成例①＞

■液晶モニター
■PA機器　　など

■テーブル＆椅子 4脚

パソコン プロジェクタースキャナー

※機材構成の詳細はお問い合わせください。 ※お客様の実装環境・ご要望に応じて機材構成は変動することもございます。 ※造作スクリーンユニットのデザインはアプリケーションごとに用意しています。

スクリーンなどをお持ちのお客様には…

紙アプリを利用するための機材がセットと
なったシンプルな構成でご提 案します。

■パソコン　■スキャナー　■スキャナー台　■スピーカー
■備品類

＜構成例③＞

個別にオーダーメイドしたいお客様には…

イベントの実施環境に合わせて、壁面や大型スクリーン
など、投影方法に関して個別にご提案します。

■パソコン　■スキャナー　■スピーカー　■備品類
■プロジェクター / スクリーンはご要望に応じてご提供します。

＜構成例②＞

スピーカー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555


