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株式会社エアー 

 

プリンタの印刷コストを 大 75%削減するソリューションが新登場！ 
インク・トナー節約ソフト『WISE Print シリーズ』をリリース 

～ 更に、印刷ログ集計とレポート機能で、セキュリティと見える化も実現 ～ 
 

 

株式会社エアー （本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：北山 洋一、以下 エアー） は、プリンタのインク・

トナーの使用量を 大で 75%節約するソフトウェア「WISE Print シリーズ」（ワイズプリント）を開発し、2010 年

7 月 30 日より販売を開始することを発表します。 

 

WISE Print シリーズは、Standard 版と Enterprise 版の二種類を用意します。 

「WISE Print Standard」は、クライアント PC にインストールするソフトウェアで、レーザープリンタ、インクジェ

ットなど、様々な機種が混在する既存のプリンタ環境で利用可能です。 

PC を起動するとタスクトレイにアイコンが表示され、簡単な操作でインク・トナーの節約率を 1％刻みで 大

75％まで自由に設定できます。印刷時には設定した節約率で、インク・トナーの使用量が調整され、プリンタド

ライバに依存せず、通常の印刷処理とほぼ変わらない時間で印刷できます。 

 

企業のパソコンからプリントする印刷コストの大半はインク・トナーに費やされています。インク・トナーの削減

は、企業のオフィスコスト削減に直結します。 

当社で行った試験では、インク・トナー節約率 25％で印刷した場合でも、通常の印刷の場合とほぼ変わらな

い画像が得られました。また節約率 50％の場合でも、カラー写真等に若干の粗さがあるものの、文字やモノ

クロ印刷については、問題なく利用できる結果が出ています。 

業務に支障を来たさずに、コストを大幅に削減できる他、後述のような便利ツールもご用意しています。 

 

「WISE Print Enterprise」は、「WISE Print Standard」のクライアント機能に加え、サーバモジュールを提供

しています。 

企業ユーザに必要な管理機能の他、特に印刷ログ集計とそのレポート機能により、セキュリティ確保及び印

刷コストの「見える化」も実現しています。概要は下記の通りです。 

 ・ライセンス管理   ライセンス管理ツールを使って取得済みのライセンスを登録・管理します。 

       またライセンスが割り当てられたら、ライセンス一覧に表示されます。 

・INI データの設定と配布 WISE Print の印刷設定をサーバに設定しておくと、クライアントに反映でき 

ます。全社や部門、組織等で統一した印刷設定が可能です。 

・印刷ログ管理とビューア 各クライアントから印刷履歴（ログ）を収集することができます。収集したロ

グは、簡易ビューアから見ることができます。 

・レポーティング 期間別、グループ別、ユーザ別、プリンタ別の集計報告等が可能です。 
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レポート例： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「WISE Printシリーズ」は、当社のホームページ http://www.air.co.jp/ から 15 日間試用可能な評価版がダ

ウンロードできます。販売価格は下記の通りで、当社では販売代理店を通じての販売の他、特定製品への組

込みやバンドル、OEM提供を行なっていきます。 

 

◆ 「WISE Print シリーズ」の価格と出荷時期など ◆ 

販売開始： 2010 年 7 月 30 日 

出荷開始： 2010 年 8 月 2 日 

販売価格： 

製品名 標準価格 2 年目以降の 
年間サポートサービス価格 

●WISE Print Standard ライセンス 
5～50 ユーザライセンス単価 6,500 円（税別） 850 円（税別）

51～100 ユーザライセンス単価 6,100 円（税別） 800 円（税別）

101～500 ユーザライセンス単価 5,750 円（税別） 750 円（税別）

501～1,000 ユーザライセンス単価 5,350 円（税別） 700 円（税別）
 
●WISE Print Enterprise ライセンス 

5～50 ユーザライセンス単価 6,800 円（税別） 1,130 円（税別）

51～100 ユーザライセンス単価 6,400 円（税別） 1,070 円（税別）

101～500 ユーザライセンス単価 6,000 円（税別） 1,000 円（税別）

501～1,000 ユーザライセンス単価 5,600 円（税別） 930 円（税別）

●メディア 
メディアパック （CD-ROM、マニュアル） 5,000 円（税別） －       

 
※1,000 ユーザを超えるユーザライセンスパックの価格はお問合せ下さい。 

 
［年間サポートサービス］ 
◆購入初年度の年間サポートサービスはライセンス製品価格に含まれています。 
◆年間サポートサービスは、バージョンアップサービスとメール・FAX による技術的な質問受付です。 
◆購入 2 年目以降は、年間サポートサービスの更新が可能です（有償）。 

 

販売経路： 主に販売代理店経由 
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◆ 「WISE Print シリーズ」の動作環境など ◆ 

●WISE Print Standard Ver4.0 

＜対応 OS＞   

Windows 2000 Professional、Windows XP (32bit 版/64bit 版)、Windows Vista (32bit 版/64bit 版)、

Windows 7 (32bit 版/64bit 版) 

●WISE Print Enterprise Ver4.0 

＜クライアント対応 OS＞  

Windows 2000 Professional、Windows XP (32bit 版/64bit 版)、Windows Vista (32bit 版/64bit 版)、

Windows 7 (32bit 版/64bit 版) 

＜サーバ対応 OS＞   

Windows XP (32bit 版/64bit 版)、Windows Vista (32bit 版/64bit 版)、Windows 7 (32bit 版/64bit 版)、 

Windows 2000 Server、Windows Server 2003 (32bit 版/64bit 版)、 

Windows Server 2008 (32bit 版/64bit 版) 

※SQL Lite が管理データベースとして必要ですが、製品と一緒にインストールされます。 

 

◆ 「WISE Print シリーズ」の主な特長 ◆ 

（１）マルチベンダのプリンタ対応 

プリンタドライバに依存しません。レーザープリンタ、インクジェットなど、プリンタ種類毎に 適化されたア

ルゴリズムにより、インク・トナーの節約を行ないます。 

（２） 大 75% のトナー/インク節約 = オフィスコストの削減を実現 = 

インク・トナーの節約率を 1％刻みで、 大 75％まで設定可能。印刷時には設定した節約率でインク・ト

ナーの使用量が調整されます。印刷機能を持つほとんどの Windows アプリケーションとプリンタで利用

可能です。 

（３）設定内容が保存可能で、ワンタッチで切り替えも可能 

各クライアントでは、節約率とプリンタの選択パターンを 100 件まで設定内容を登録でき、印刷時にはタ

スクトレイ上のアイコンから簡単に設定を切り替え可能です。 

（４）カラー透かし 

自由に文言を作成し、書式、フォント、サイズ、位置などを設定した「カラー透かし」を、挿入することがで

きます。 透かしにイメージを使用することもでき、また、複数のカラー透かしを挿入することもできます。 

（５）対象アプリケーション・プリンタの指定 

特定のアプリケーションや特定のプリンタに対してだけ、インク・トナー節約や透かしを有効または無効に

することができます。 

（６）アプリケーションやプリンタ毎のプロファイル設定 

   特定のアプリケーションや特定のプリンタに対して、印刷時に使用するプロファイルを指定可能です。 

（７）デフォルトプロファイル設定 

 既定のプロファイルを指定しておくことで、印刷後はプロファイルや節約率の変更を、自動で既定値に戻 

すことが可能です。 

（８）白黒／両面印刷設定 
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   プリンタの設定に関わらず、印刷時に WISE Print の画面から白黒や両面印刷の設定が可能です。 

（９）ハイクオリティモード 

インク／トナーを削減しても高精細な表現が可能な「ハイクオリティモード」がサポートされています。 

（10）印刷履歴の記録 

印刷日時、ページ数、インク/トナー節約率、ドキュメント名、プリンタ名、コンピュータ名、ユーザ名に対す

る印刷履歴が保存できます。 CSV 形式での保存も可能です。 

（11）設定のインポート/エクスポート 

「インポート」では保存してある節約率などの設定を利用でき、「エクスポート」では設定をファイルとして

保存できます。 設定内容を戻したい・保存したい、他 PC での設定内容を利用したい時などに便利です。 

（12）管理サーバによる一括管理 （WISE Print Enterprise のみ） 

「ライセンス管理」、「INI データの設定と配布」、「印刷ログ管理とビューア」、更には「各種レポートの出

力」等が可能です。 
 

 

■ 株式会社エアーについて  http://www.air.co.jp/ 
 
メールアーカイブ「WISE Audit」などインターネット・イントラネット製品の開発・販売に携わってきたエアーは、

このたび、「WISE Print」をスタートとして新分野であるグリーン IT ソリューションの開拓を開始しました。今後

も「いつの時代も、”いま、 も必要なソフトウェア”を提供する」ことを目指し、得意とするサーバコンピューティ

ングの技術力を核に、安全で快適な企業 IT 環境を構築するソリューションを提供していきます。 

 

◆お問い合わせ 

株式会社エアー  インターネットソリューション事業部 

TEL： 03-3505-2001  e-mail： isol-sales@air.co.jp 
 

    ※「WISE Print Standard」と「WISE Print Enterprise」の設定画面や、インク・トナー節約率 

による印刷品質比較イメージ、節約金額シミュレーションなどの詳細は  

http://www.air.co.jp/ でご覧になれます。 
 

 
＊WISE Print は、株式会社エアーの商標登録申請中です。 
＊また、文中に記載されている製品名及び会社名は、一般的に各社の商標または登録商標です。 
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