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印刷時のトナー／インクの使用量を節約するソフトウェア 

トナー／インクの濃度を制御して最大で 75%の節約を実現します  
 

●最大で 75%のトナー／インクの節約効果 
トナー／インクの節約率は 1%刻みで設定できます。

印刷時に、設定した節約率で自動的にトナー／イ

ンクの濃度を調整。使用量を制御して節約を図りま

す。 
●どのようなプリンタでも利用可能  
エコぷりんとは、プリンタドライバに依存しません。

それぞれのプリンタに最適化された手法により、レ

ーザープリンタ、インクジェット等、ほとんどのプリン

タで利用できます。ネットワークプリンタも利用可能。

現在ご利用のプリンタで高品位な印刷を、トナー／

インクの節約を行ないながら実現します。 
●高速処理 
エコぷりんとは、プリンタドライバに依存しないため、通常の印刷処理とほぼ変わらない時間で印刷できます。 

 
End User Software License Agreement 
1. LICENSE GRANT.  
AWIA grants you a license to use one 
copy of the version of this SOFTWARE 
on any one system for as many licenses 
as you purchase. "You" means the 
company, entity or individual whose 
funds are used to pay the license fee. 
"Use" means storing, loading, installing, 
executing or displaying the SOFTWARE. 
You may not modify the SOFTWARE or 
disable any licensing or control features 
of the SOFTWARE. When you first 
obtain a copy of the SOFTWARE, you are 
granted an evaluation period, after 
which time you must pay for the 
SOFTWARE, or you must remove the 
SOFTWARE from your system. This 
license is not transferable to any other 
system, or to another organization or 
individual.  
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430% 節約、標準モード ４アップでの印刷見本


