
評価版はこちら
http://www.air.co.jp/staticpages/index.php/wp_download

15日間無料で「WISE Print 」の全機能を体験／評価していただけます。
新機能の使い勝手を、ぜひご体験ください。

〈 東  京 〉〒106-0032  東京都港区六本木2-2-8 KDXビル
　　　　　 TEL : 03-3587-9221　FAX : 03-3587-9238
〈 本  社 〉〒565-0851  大阪府吹田市千里山西5-31-20
　　　　　 TEL : 06-6368-6080　FAX : 06-6368-6081

http : //www.air.co.jp/
製品についての詳細は、下記までお問い合わせください。

WPA1601-1

動作環境

機能比較

価格

価格については、お問い合わせいただくか、
価格表をご覧ください。

WISE Printは、株式会社エアーの登録商標です。
製品仕様および価格は、予告なく変更することがあります。
その他記載の会社名または製品名は、一般的に各社の商標または登録商標です。

サーバ（印刷ログ監査・Enterprise）
Windows Server 2008 SP2 以降 (64bit)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

印刷実行時の各種情報を含む印刷ログをサーバに保存することが可能

印刷イメージをサーバに保存することが可能

印刷物からテキスト情報の抽出が可能 (PDF はセキュリティ属性により保存できない場合あり )

印刷実行禁止の設定が可能（ユーザ名、コンピュータ名、日付、曜日、時間（時分）、ドキュメント名、印刷枚数規制）

印刷 ID を印刷することが可能

複数部数印刷した際に、部数 ID を印刷することが可能

積算印刷枚数、最大印刷枚数を印刷することが可能

ユーザやドキュメント名、印刷日時などの印刷情報を QR コード化して印刷することが可能

印刷履歴照会画面から文書内のキーワードを指定して検索し、印刷物を特定することが可能

印刷イメージの復元表示が可能

印刷 ID から印刷者／印刷日時等を特定することが可能

多様かつ柔軟に管理者権限を設定することが可能（システム管理者、管理・運用者、ユーザ・組織登録担当、レポート閲覧者、
プリントログ閲覧者（履歴のみ / イメージ照会）ただし、イメージ照会は印刷ログ監査のみ）

各ユーザの印刷イメージを収集し、管理者による一元管理が可能

各ユーザの印刷ログを収集し、管理者による一元管理が可能

利用統計や削減効果をレポート・グラフで確認可能

印刷時の印刷ポリシーおよびトナー削減ポリシーの設定（全体／組織／グループ／ユーザごと）をサーバ側で一括設定可能

Web 管理ツールを用いて、サーバ側でライセンス登録・管理の一元化が可能 

インク／トナーの節約率を 1％毎に設定可能（最大 75％）。

テキスト・グラフィック・イメージをそれぞれ異なる節約率で設定することが可能

プリンタ毎に最大 20 件まで登録内容を保存することが可能

登録しておけばワンタッチで任意の節約率に切り替え可能
例 1：社内 50％・モノクロ・2P 割付・両面　　　例 2：社外 30％・カラー　等

分
類

印
刷
規
制

証
跡
保
存

運
用
管
理

コ
ス
ト
削
減

機 能
製品ラインナップ

WISE Print
Enterprise

WISE Print
Standard

WISE Print
印刷ログ監査
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●：新機能

WISE Print 製品には以下のラインナップがあります。

WISE Print 印刷ログ監査： 
印刷イメージを含む印刷情報をアーカイブし、
印刷ポリシーおよびトナー削減ポリシーの一元
管理と追跡調査などを行いたい企業向けタイプ。
100 ユーザから購入可能。

WISE Print Enterprise： 
印刷ポリシーおよびトナー削減ポリシーの
一元管理や、レポートで利用状況を把握し
たい企業向けタイプ。
5ユーザから購入可能。

WISE Print Standard： 
主にコスト削減を目的とし、PC 側で個別
設定する企業および個人向けタイプ。
5ユーザから購入可能。
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Windows Vista SP2 以降 、7 、8、8.1 (すべて32bit/64bit )
Windows10（32bit/64bit）
Windows Server 2008 SP2 以降 ( 32bit/64bit ) 
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 、2012 R2 
※1 Windows Server のターミナルサービスや Citrix 
　   XenApp、 Propalms TSE 等の仮想化環境でもご利用
　   頂けます。

※1

※1

※1

クライアント（全ラインナップ共通）

社内でどのような書類が
印刷されているかご存知ですか？

必要に応じて社内印刷を規制
印刷イメージを含む印刷情報を
証跡としてアーカイブ

印刷履歴と印刷内容まで追跡調査が可能

プリントアーカイブソリューション
WISE Print は

高度な印刷セキュリティをお届けします

Print Management System

プリントアーカイブソリューション
Print Management System

WISE Print　評価版  　          検索

※1  WISE Print のすべての機能は GDI プリンタドライバに対応しています。その他のプリンタドライバへの対応についてはお問い合わせください。
※2  コスト削減機能はドットインパクト方式プリンタ、熱転写方式プリンタには対応していません。

※1

※2



Print Management System

運用管理
管理者による一元管理と利用状況の見える化で管理工数を軽減！

運用管理
管理者による迅速な検索！ 印刷イメージの確認！

◆印刷ログ、印刷イメージ、テキスト情報などの
　印刷情報をアーカイブ
　●ユーザが文書を印刷時、印刷ログ（印刷日時、ページ数、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、
　　印刷 ID、部数 ID、印刷累積枚数、最大印刷枚数など）と印刷
　　イメージ（EMFファイル）を保存。

　●印刷物から抽出したテキスト情報も保存。

　●PDF ファイルからもテキスト情報を保存。
　　（PDF 作成時のセキュリティ属性により保存できない場合も
　　あります。）

　●印刷 IDは自動採番され、印刷情報と紐付いて保存。

　●複数部印刷時は、印刷 ID＋部数 ID で部単位で区別でき、
　　別途管理が可能。

◆印刷ポリシーに抵触した場合の印刷情報も 
　アーカイブ
　●印刷規制により実際には印刷結果が出力できなかった場合でも、
　　印刷情報を保存。印刷履歴照会画面でも確認可能。

◆時間外印刷を規制
　●就業時間外は印刷不可といった印刷ポリシーに沿った印刷
　　可能時間帯の設定により、人目を避けての不正印刷を阻止。

◆トレーサビリティにより
     不要印刷や印刷物の放置を抑止
　●ユーザ名、コンピュータ名などを、印刷物の透かしや QR コード
　　として印刷するといった印刷ポリシーの運用により、印刷物を
　　放置したユーザの特定ができ、不要印刷の抑止が可能。
　●部数 ID、現在印刷枚数、最大印刷枚数も透かしとして印刷が可能。

◆ドキュメント名による印刷規制
　●ドキュメントの特徴で印刷を禁止することが可能。
　　印刷ポリシーに沿ったドキュメント名制限の設定により、
　　印刷による情報漏洩を抑止。
　　例：文字列 "社外秘 " を含むものは印刷禁止

◆印刷枚数を規制
　●一日に印刷できる総量規制といった、印刷ポリシーに沿った
　　印刷枚数設定により、大量印刷を阻止し、不要印刷を抑止。

◆利用状況の見える化
　●期間別・グループ別・アカウント別・プリンタ別などに、 グラ
　　フ付の利用実績レポートを作成し、PDF ファイルへ出力。

◆企業内の印刷を一元管理
　●全社や部門／グループごとに印刷ポリシーおよびトナー削減
　　ポリシーに沿った統一した印刷設定が可能。

　●ユーザによるエージェント削除を制御。

　●各クライアントから印刷ログを収集。

　●Web管理ツールから各クライアントの印刷状況を把握。

　●ローカルプリンタ、ネットワークプリンタ、物理プリンタ、仮
　　想プリンタからの出力を一元管理。

　●Web管理ツールからライセンス管理も可能。

◆運用権限の多様化
　●ユーザ・組織登録、レポート閲覧、イメージ照会などの業務
　　ごとや所属部署ごとに、管理者を登録して権限を分担。

　●権限の有効／無効を切り替えて緊急時の一時付与も可能。

W
ISE Print /

 Print Archive Solution

◆いつ、どこで、誰が、どんな印刷をしたのか 
　迅速に検索して抽出が可能
　●文書内のキーワードで印刷物を検索し特定。管理者は、
　　機密情報を示すキーワードを含む印刷物がなかったかなどの
　　監査が可能。

　●PDF 文書もキーワードを指定して検索可能。

　●印刷日時、ユーザ名、ドキュメント名、プリンタ名、印刷 ID
　　などの関連情報からも印刷物を検索可能。

◆印刷 ID／部数 ID からも印刷物やユーザを追跡
　●印刷物に透かしとして印刷された印刷 IDで検索しユーザを特定。

　●部数 IDでさらに厳密に部単位に印刷物の特定が可能。

期間別集計レポート例

印刷履歴一覧画面例

印刷履歴照会画面で、わかっている印刷物の情報を指定
キーワード： 契約書ユーザ名： tanaka 印刷日： 2015/01/07

プリントアーカイブソリューション「WISE Print」は印刷情報を
アーカイブして、いつ、どこで、誰が、どんな印刷をしたのか
追跡調査を可能にします。   
さらに、印刷ポリシーの徹底で情報漏えいをブロックし、企業
内印刷の一元管理と見える化を実現します。

証跡保存
印刷ログ、印刷イメージ、テキスト情報をアーカイブ！

印刷規制
印刷ポリシーの徹底で情報漏えいをブロック！

◆検索抽出結果から印刷内容やイメージを確認
　●検索抽出結果では、実際の印刷物やファイルがなくても、 
　　印刷内容や印刷イメージを確認可能。

　●イメージは EMFファイルのため、高解像度で鮮明な表示。

　●印刷規制された印刷物の情報の表示が可能。

プリントアーカイブソリューション

エージェント エージェント エージェント

プリンタ Aプリンタ B 仮想プリンタ（PDF）

WISE Print サーバ

印刷イメージ

印刷
イメージ

印刷ログ

印刷
イメージ

印刷
イメージ

印刷ログ 印刷ログ

印刷ログ

印刷 ID： 
{04EEB6A3-43B1-4321-8D4B-CB52A6634268}

印刷された紙から判別した印刷 IDを指定

特定

特定

多様な管理者登録例

※PDF からの
　テキスト情報も保存 サーバ

印刷物から抽出された
テキスト情報

管理者

※ 印刷ポリシーに抵触したものは、印刷履歴の左側に　マークがつきます。

印刷イメージで
内容を確認

＜時間外印刷を規制＞

＜印刷枚数を規制＞

＜ドキュメント名による印刷規制＞

積算枚数状況はアイコンにマウスオーバーさせると表示されます。

各種情報をQRコードなどの
透かしとして印刷が可能


