
トナー、インク、紙の節約で印刷コスト削減！！

カラー１枚で２５円の印刷コストなら、２５％節約で1枚６.２５円のコスト削減

オリジナル ２５％節約

節約印刷ソフト「エコぷりんと５」で

印刷コストを大幅削減

印刷例

モノクロ印刷すると、２０円以上のコスト削減 （モノクロ1枚の印刷コスト５円と想定）

オリジナル ２５％節約

５０％節約

７５％節約

節
約
印
刷

２５％節約で、
さらに、モノクロ印刷



トナー、インク、紙の節約で印刷コスト削減！！

「エコぷりんと５」は、ご利用中のプリンタのトナー（インク）を 大７５％ま

で節約できるソフトウェアです。常駐型なので簡単に利用できます。

①トナー（インク）を 大７５％まで節約、大幅な印刷コスト削減が可能！

②割付印刷、強制両面印刷、不要ページ削除で紙の使用量も削減！

③強制モノクロ印刷で無駄なカラー印刷コストを排除！

④ワードなどのアプリ毎、またプリンタ毎に異なる条件の設定可能！

⑤常駐型なので、初期設定すれば、あとは自動で節約印刷！

⑥誰がどれだけ削減できたか、一目瞭然で管理も容易！

⑦仮想化環境（ＴＳ、ＲＤＳ、ＶＤＩ）に対応。クラウド環境でも利用可！

「エコ「エコぷぷりんと５」りんと５」ととは・・・は・・・

機能詳細機能詳細・・・・・・

・独自開発の節約エンジンで、印刷品質を保持し、 大７５％インク・トナーを節約・独自開発の節約エンジンで、印刷品質を保持し、 大７５％インク・トナーを節約
・常駐ソフトです。ＰＣ起動と同時に常駐しますので、特別な操作なく簡単に利用可
・レーザプリンタ、複合機、インクジェットプリンタ、ネットワークプリンタほとんどのプリンタに対応、

さらにプリンタ毎に印刷条件を個別設定可能
・ポストスクリプト プリンタにも対応
・“テキスト”、“グラフィック”、“イメージ“データ毎に節約率の個別設定が可能。また、個別に削除

することも可能。
・コスト削減に有効な「割付印刷（２アップ、４アップ）」をサポート。“ページナンバー”や“境界線“

を入れることもできます。また、部数印刷にも対応しています。
・強制モノクロ印刷、強制両面印刷、印刷プレビューと不要ページ削除機能のサポート
・透かし機能をサポート。印刷時に強制的に透かしを挿入印刷することが可能
・「誰が」「いつ」「何を」などのセキュリティ情報を強制的に透かし挿入、情報漏洩の抑止ツール

としても利用可。セキュリティ情報を「ＱＲコード」に埋め込んでの強制印刷も可能。
・「誰が」「いつ」「何を」「印刷コスト削減額」「印刷コスト」など２５項目の詳細な印刷履歴の取得。
・カラー印刷、モノクロ印刷、用紙代での詳細な印刷コスト設定。実際の削減額も確認できます
・削減率、実際の印刷コストや印刷コスト削減額をポップアップ表示
・詳細な印刷コスト削減シミュレーション。“トナー”、“インク”コスト、“割付印刷”や“両面印刷“

などで詳細に算出可能
・印刷条件を適用する/適用しないアプリ/プロセス/プリンタ/プリンタドライバの設定が可能
・アプリ、プロセス、プリンタやドライバ毎の条件設定や完全無効化など詳細な印刷条件の設定
が可能

・管理ツールとログサーバーで、クライアントへの一括設定配布や印刷ログの収集、さらには印刷
枚数の制限が可能。また、クライアントでの変更を禁止する制限設定もできます。

・Windows Server ターミナルサービスなどの仮想化環境対応（ＴＳ、ＲＤＳ、ＶＤＩ）
・ＳＯＨＯや家庭向けの “エコぷりんと５ Home”



トナー、インク、紙の節約で印刷コスト削減！！

こんなお悩みありませんか？こんなお悩みありませんか？

・ トナーやインクを 大７５％削減できます。
・ 強制モノクロ印刷で印刷コストを大幅に削減することができます。
・ 強制モノクロ・割付印刷でカウンター料金を大幅に削減することができます。

・ 両面印刷で用紙代は半分になります。不要ページ削除もサポート。
・ 割付（ｎアップ）印刷でも用紙代は半分以下になります。
・ さらに、割付（ｎアップ）印刷で、トナー/インクコストも半減します。

紙のコストがかかりすぎている。また、印刷量が多すぎる。
社内の打ち合わせ資料など、両面印刷や割付印刷で十分？

トナーのコストやカウンター料金がかかりすぎている。
また、モノクロ印刷を強制したいが。

（「エコ（「エコぷぷりんと５」が解決します。りんと５」が解決します。 ））

・ 任意テキスト、イメージ、また、ユーザ名、文書名、日時などのセキュ
リティ情報を自由に「透かし」設定し、強制挿入印刷できます。全面
展開もでき、一部だけ切り取られコピーされても出所がわかります。

・ 誰が、いつ、何をから、実際の印刷コストや印刷コスト削減額まで、
合計２５項目の印刷履歴を保持します。

・ 管理者が印刷履歴を収集でき、印刷状況の「見える化」を実現します。
また、各ＰＣでの印刷枚数を日、週、月単位で制限できます。

・ プリンタ毎に 大２０まで異なる印刷条件を設定できます。
例えば、“３０％節約_モノクロ_両面”と“４０％_カラー_２アップ”などです。

・ アプリケーション毎にも異なる印刷条件を設定できます。
例えば、“エクセル_２０％節約_透かし入れる”などです。

・ さらに、管理者が一括設定し、クライアントに配信できます。

印刷物からの情報漏洩の心配がある

印刷状況の管理ができていない。また、印刷枚数を制限したい。

印刷条件を設定したいが全社同一の制限では問題



トナー、インク、紙の節約で印刷コスト削減！！

「節約効果」と「導入コスト」「節約効果」と「導入コスト」・・・・・・

従業員数 100 人

１名１日のカラー印刷枚数 10 枚

１名１日のモノクロ印刷枚数 10 枚

Ａ４一枚のカラー印刷インク/トナーコスト 15 円

Ａ４一枚のモノクロ印刷インク/トナーコスト 3 円

用紙代 1.00 円

年間印刷コスト 4,400,000 円

インク/トナー節約率 40 ％

想定印刷コスト削減金額（年間） 1,584,000 円

ソフトウェア購入単価 4,760 円

　*　ホームページで確認ください。

合計ソフトウェア購入金額 476,000 円

印刷コスト削減額とソフト購入費償却シュミレーション

１：トナー/インクの節約

※ 本計算表はエクセルで作成しています。黒四角に値を入れると環境に応じたコスト削減額など
を計算できます。お使いになりたい方は、お問い合わせください。（support@awia.co.jp）

合計ソフトウェア購入金額 476,000 円

ソフトウェア購入費償却期間 約 3.6 ヶ月

　*　年間営業日２２０日として試算。

カラー　－＞　モノクロ変更比率 50 ％

想定印刷コスト削減金額（年間） 2,112,000 円

ソフトウェア購入費償却期間 約 2.7 ヶ月

２ページ（アップ）印刷比率 50 ％

想定印刷コスト削減金額（年間） 3,168,000 円

ソフトウェア購入費償却期間 約 1.8 ヶ月

３：さらに、２ページ（アップ）印刷した場合

２：さらに、カラー印刷をモノクロ印刷に変更した場合



トナー、インク、紙の節約で印刷コスト削減！！

バージョン５バージョン５..２２..０の新機能０の新機能11（ＡＤ版、ＴＳ版）（ＡＤ版、ＴＳ版）
印刷枚数の制限：印刷枚数の制限： 印刷コストの管理を徹底できます。印刷コストの管理を徹底できます。

日、週、月単位で各クラ
イアントＰＣでの印刷枚数
の上限を設定しておけま
す。また、「エコぷりんと
リリーサ（オプション）を利
用することにより一時的
に上限を超えて印刷する
こともできます。

テキスト、画像に加え、「ＱＲコード」の
強制挿入が可能です。「誰が」「いつ」、
「何を」などのセキュリティ情報など多
くの印刷情報を埋め込むことができ、
印刷物からの情報漏洩の抑止効果を
高めることが可能になります。

バージョン５バージョン５..２２..０の新機能２（全製品）０の新機能２（全製品）
ＱＲＱＲコードのコードの強制挿入が可能になります。強制挿入が可能になります。



トナー、インク、紙の節約で印刷コスト削減！！

最大７５％の節約率。レーザ、インクジェット、複合機、最大７５％の節約率。レーザ、インクジェット、複合機、
ポストスクリプトプリンタもサポートポストスクリプトプリンタもサポート・・・・・・

大７５％までの節約が可
能です。設定も簡単です。

「標準モード」、「インク
ジェットモード」 、「ラス

ターモード」、「互換モー
ド」のからデータやプリン
タに 適なモードを選び
印刷できます。例えば、

「インクジェットモード」は、
ライトシアンなどライト系
の色を使用するインク
ジェットプリンタに適した
モードとなります。

更なるコスト削減に有効な「割付」、「モノクロ」、「両面」印刷更なるコスト削減に有効な「割付」、「モノクロ」、「両面」印刷・・・・・・

大４ページまでの「割付印刷」、
「境界線」、「ページナンバー付与」、
「割付方向」などの設定が可能です。
また、部数印刷にも対応しています。

カラー文書を強制的にモノク
ロで出力することも可能。また、
両面印刷にも対応しています。
また、「プレビュー機能」を利
用して不要ページの削除も行
えるので、無駄な印刷を抑え
ることも可能です。



トナー、インク、紙の節約で印刷コスト削減！！

印刷プレビューと不要ページの削除、無駄な印刷を抑制できます印刷プレビューと不要ページの削除、無駄な印刷を抑制できます

印刷前に印刷イメージを
表示して不要ページを削
除した上で印刷できます。
ホームページなどの印刷
でＵＲＬだけのページを削
除するなど、無駄な印刷
を防ぐことができます。

「テキスト」、「グラフィック」、「イメージ」データ個別節約設定可能「テキスト」、「グラフィック」、「イメージ」データ個別節約設定可能・・・・・・

「テキスト」、「グラフィッ
ク」、「イメージ」毎に節約
率を個別設定できます。
また、個別に削除するこ
とも可能です。



トナー、インク、紙の節約で印刷コスト削減！！

詳細な印刷コスト設定が可能詳細な印刷コスト設定が可能・・・・・・
カラー、モノクロインク、また用
紙単位でのコスト設定が可能
です。さらに、プリンタ毎に異な
る設定も可能です。

印刷コスト額減額のシミュ
レーションは、節約率、両
面印刷、割付印刷、カ
ラー・モノクロ印刷の比率
などから、詳細なシミュ
レーションが可能です。

詳細な印刷ログで印刷コストの「見える化」詳細な印刷ログで印刷コストの「見える化」・・・・・・ 25項目（ジョブ ID、日時、コ

ンピュータ名、ユーザ名、
プリンタ名、プリンタドライ
バ、ドキュメント名、ページ
数、部数、割付、出力枚数、
両面、カラー、用紙サイズ“、
使用プロファイル、テキスト
節約率、グラフィック節約
率、イメージ節約率、動作
モード、印刷コスト、印刷コ
スト削減額）にわたる詳細
な印刷ログを記録します。
また、印刷ログを期間/コン
ピュータ名/ユーザ名/プリ

ンタ名などで絞り込み表示
し、合計出力枚数や平均
節約率、削減コストなどを
確認可能な統計機能を搭
載しています。



トナー、インク、紙の節約で印刷コスト削減！！

削減額などを印刷時ポップアップ表示削減額などを印刷時ポップアップ表示・・・・・・

印刷中に、印刷条件内容ついて、また、
印刷終了後、想定印刷コストと削減コス
トをポップアップ表示します。印刷コスト
削減のモチベーションが上がります。

アプリケーションやプリンタ毎に詳細な条件設定が可能アプリケーションやプリンタ毎に詳細な条件設定が可能・・・・・・

該当プリンタの設定がない場合に使
用する、ドライバ設定、デフォルト設定
などを作成可能、また、インストールさ
れていないプリンタやドライバ用の設
定の作成/編集なども可能です。管理

者が一括設定して配布する場合など
に便利な機能です。



トナー、インク、紙の節約で印刷コスト削減！！

プリンタへの設定例プリンタへの設定例・・・・・・
プリンタ単位で設定
が可能です。また、
プリンタ毎に 大２０
までのプロファイル
（印刷条件）を設定で
きます。ポストスクリ
プトプリンタにも対応
しています。

透かし機能。誰が、何を、いつ印刷したかなどを強制挿入可能透かし機能。誰が、何を、いつ印刷したかなどを強制挿入可能・・・・・・

書式、フォント、サイズ、位置
など設定自由な「透かし機
能」をサポート。「ユーザ名」、
「コンピュータ名」、「ドキュメ
ント名」、「日付」、「時間」など
セキュリティ情報の自動埋め
込みも可能です。



トナー、インク、紙の節約で印刷コスト削減！！

エコエコぷぷりんと５りんと５ ＡＤＡＤ//ＴＳＴＳ：： 配信内容や印刷枚数制限設定・・・配信内容や印刷枚数制限設定・・・

エコエコぷぷりんと５りんと５ アドミンパック（ＡＤ）アドミンパック（ＡＤ）：： 管理ツール管理ツール・・・・・・

アドミンパックは、“管理ツール”
と“ログサーバー”などで構成さ
れる企業向けの製品となります。
ネットワーク上での「エコぷりん
と５」のインストール、未使用シリ
アルの回収などシリアルナン
バーの管理、利用者の確認、イ
ンク・トナー節約率、その他の設
定も管理者による一斉設定・更
新などが可能です。
ActiveDirectoryを利用した配布
や自動設定も可能です。

節約率、カラー/モノクロ、

割付、アプリケーションやプ
リンタの除外/許可、アプリ

ケーションとプロファイルの
関連付け、さらにはクライア
ントでの印刷枚数まで、い
ろいろな制限を簡単に設定
することができます。



トナー、インク、紙の節約で印刷コスト削減！！

エコエコぷぷりんと５りんと５ ターミナルサービス（ＴＳ）ターミナルサービス（ＴＳ）：： 仮想化環境対応仮想化環境対応

ターミナル サービス（リモート
デスクトップ サービス）等の

仮想化環境で利用できる
バージョンです。「エコぷりん
と５」のインストールはサー
バへの１回だけで済みます。
印刷条件や制限設定等も
サーバ上で行うだけです。
「エコぷりんと５ ＴＳ」は同時
接続数によるライセンス提供
になります。

エコエコぷぷりんと５りんと５ ＡＤＡＤ//ＴＳＴＳ：： ログサーバービューア・・・ログサーバービューア・・・

ログサーバーでは、クライアントから25項目（ジョブ ID、日時、コンピュータ名、ユーザ名、プリン

タ名、プリンタドライバ、ドキュメント名、ページ数、部数、割付、出力枚数、両面、カラー、用紙サ
イズ“、使用プロファイル、テキスト節約率、グラフィック節約率、イメージ節約率、動作モード、印
刷コスト、印刷コスト削減額）の印刷ログを収集して、期間/コンピュータ名/ユーザ名/プリンタ名

などで絞り込み表示し、それぞれの合計出力枚数や平均節約率、削減コストなどを確認するこ
とができます。また、詳細情報をＣＳＶにエクスポートできますので、解析に利用できます。



トナー、インク、紙の節約で印刷コスト削減！！

エコエコぷぷりんと５りんと５ ＡＤＡＤ//ＴＳＴＳ：： クライアントの制限設定・・・クライアントの制限設定・・・

常駐ソフトですので、タス
クトレイアイコンから簡単
に印刷条件を選び節約
印刷が可能です。この場
合は５つの印刷条件が
設定されていますが、プ
リンタ毎に２０個まで条件

（管理ツールで利用制限設定できます。）

（制限設定した場合のインストール例）

リンタ毎に２０個まで条件
設定可能です。また、ア
プリケーションにも個別
の条件を設定しておけま
す。

管理ツールによるクライア
ントの制限設定が可能で
す。「設定変更」や「終了」
できなくするとか、特定の
機能の設定変更を不許可
にできます。この場合は、
“利用プリンタ一覧”“プロ
ファイル”“印刷履歴”以外
は変更できないような設定
の例です。

（下は利用制限設定した場合の例です。）



トナー、インク、紙の節約で印刷コスト削減！！

オプションオプション ：： エコエコぷぷりんとりんと ReleaserReleaser

エコぷりんと Ｒｅｌｅａｓｅｒ（リリーサ）：

トナー/インクの節約設定や強制透かし、さらには、設定された 大印刷枚数を自動的に解除して印刷できる
解除/制御ＵＳＢキー作成ソフトです。「エコぷりんと Releaser」で解除ＵＳＢキーを作成し、ＰＣに挿入して印刷
することにより、全ての設定が解除された状態で印刷されます。また、制御ＵＳＢキーを作成することにより、
ＵＳＢキーに書き込まれた印刷条件で印刷されるようになります。どの印刷物にＵＳＢ解除キーを利用して印
刷したかどうかは印刷履歴に残りますので、不正な印刷が行われたかどうかの確認も可能です。
作成された解除/制御ＵＳＢキーは作成履歴で管理でき、また、他のＵＳＢメモリにコピーできませんので解除
キーの流出を抑えることができます。解除/制御ＵＳＢキー作成には、市販のほとんどのＵＳＢを利用できます。

｛利用例｝

１： ＵＳＢ解除キー： クライアントので節約や透かしの解除・変更を禁止設定して運用しているが、特定の
文書だけ、節約や透かしを解除して印刷する必要がある場合、の都度、管理者が設定変更するのも面
倒です。このような場合、ＵＳＢ解除キーを上長から借用し、ＰＣに差し込んで印刷すれば、全ての設定
が解除され印刷できるので便利です。

２： ＵＳＢ制御キー： 多店舗展開しているがネットワーク経由で節約設定などが行えない環境であり、各店
舗にはＰＣに詳しい人材がいない状態である場合、全店舗で同じ印刷条件を徹底するためには、管理者
が全店舗に出向いて設定しなければならないなど大変な作業になります。このような場合、管理者が制
御ＵＳＢキーを作成し、各店舗に配布すれば、ＵＳＢ制御キーに書き込まれた条件で印刷されます。

３： 印刷枚数解除キー： クライアントに 大印刷枚数を設定して運用している場合にでも解除キーを利用
することにより、一時的に枚数制限を解除して印刷できます。

価格 ： １２５,０００円（本体価格）、１３１,２５０円（税込）/１ライセンス

＊ １ライセンスでＵＳＢ解除/制御キーは何個でも作成できます。
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製品機能一覧製品機能一覧

通常版、アドミンパック版、ＴＳ版 Ｈｏｍｅ版

大75％ 大75％

インクジェットプリンタ ○ ○

レーザプリンタ ○ ○

複合機 ○ ○　（直接続の場合）

ネットワークプリンタ/共有プリンタ ○ ×

ポストスクリプトプリンタ ○ ○

○
環境により提供内容が異なりますので、詳細お
問い合わせください。

×

○　（テキスト、グラフィック、イメージ毎） ×

○　（テキスト、グラフィック、イメージ毎） ○　（テキスト、グラフィック、イメージ毎）

○ ×

○ ×

○　２ページ、４ページ ×

○ ×

○ ×

○ ×

○ ×

○　（プリンタ毎に 大２０種類の条件設定） ○　（プリンタ毎に 大２０種類の条件設定）

○ ○

○ ○

製品

インク/トナー節約

対応プリンタ

仮想化環境への対応（ＴＳ、ＲＤＳ、ＶＤＩ）

セーブ率の個別設定

印刷時の個別データの強制削除

強制両面印刷

強制nアップ（割付）印刷

　　　ページナンバー

　　　境界線

強制モノクロ印刷

部数印刷

印刷プレビューと不要ページの削除

印刷条件をお気に入りとしてプロファイル保存

印刷条件（プロファイル）のワンタッチ切り替え

対象プリンタの適用除外・許可

○　（セーブ率、透かしなどの条件を設定可能） ○　（セーブ率、透かしなどの条件を設定可能）

○ ○

○ ○

○ ○

○　（誰が、いつ、何を、節約金額など２５項目） ○　（集計結果のみ）

○ ×

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ （任意の文字列、「いつ」「誰が」「何を」など
のセキュリティ情報の強制挿入も可能）

○ （任意の文字列、「いつ」「誰が」「何を」など
のセキュリティ情報の強制挿入も可能）

○ ○

○ ○

○ ×

○ ×

○ （アドミンパック版） ×

○ （アドミンパック版） ×

○　(ターミナルサービス版でも対応） ×

○ ×

○ ×

○ ×

　　　カラー透かしの全面展開

プリンタ毎に異なる印刷条件の設定

対象アプリケーションの適用除外・許可

アプリケーション毎に異なる印刷条件の設定

設定内容のインポート/エクスポート

印刷履歴

　　　印刷履歴のCSVへのエクスポート

印刷コスト節約額シュミレーション機能

カラー/モノクロ印刷、用紙代での詳細なコスト設定

印刷コスト節約額表示

印刷コスト、コスト削減額をポップアップ表示

印刷テスト

カラー透かし

　　　カラー透かしの画像挿入（ロゴや任意の画像）

QRコードの挿入

　　　印刷枚数制限（日、週、月単位）

管理ツール

　　　ネットワークインストール

　　　Active Directory による一斉インストール

　　　管理者による一斉設定/更新

　　　クライアントでの設定変更非許可設定

　　　印刷履歴の収集（ログサーバー）
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価格：

単体版、管理ツールを含んだアドミンパック版、ターミナルサービス版、また、１年間ライセンスでの
購入方法があります。また、数量割引があります。

製品 ライセンス数 単価/１ライセンス 単価/１ライセンス（税込）

１～9 ¥6,800 ¥7,140

10～49 ¥5,440 ¥5,712

50～99 ¥5,100 ¥5,355

100～249 ¥4,760 \,4935

250～499 ¥4,420 ¥4,641

500～

製品 ライセンス数 単価/１ライセンス 単価/１ライセンス（税込）

10～49 ¥2,390 ¥2,510

50～99 ¥2,240 ¥2,352

100～249 ¥2,090 ¥2,195

250～499 ¥1,940 ¥2,037

500～

エコぷりんと５　１年間ライセンス

エコぷりんと５ 

エコぷりんと５

別途見積もり

エコぷりんと５　１年間ライセンス

別途見積もり

製品 ライセンス数 単価/１ライセンス 単価/１ライセンス（税込）

10～49 ¥5,440 ¥5,712

50～99 ¥5,100 ¥5,355

100～249 ¥4,760 \,4935

250～499 ¥4,420 ¥4,641

500～

管理ツール（ＴＳ版には不要です） 1 ¥30,000 ¥31,500

製品 ライセンス数 単価/１ライセンス 単価/１ライセンス（税込）

10～49 ¥2,390 ¥2,510

50～99 ¥2,240 ¥2,352

100～249 ¥2,090 ¥2,195

250～499 ¥1,940 ¥2,037

500～

管理ツール（ＴＳ版には不要です） 1 ¥30,000 ¥31,500

製品 ライセンス数 単価/１ライセンス 単価/１ライセンス（税込）

１～9 ¥3,800 ¥3,990

10～49 ¥3,420 ¥3,591

50～99 ¥3,230 ¥3,392

100～249 ¥3,040 ¥3,192

250～499 ¥2,850 ¥2,993

500～

エコぷりんと５ Home

別途見積もり

エコぷりんと５ アドミンパック/エコぷりんと５ ターミナルサービス（ＴＳ）

エコぷりんと５ アドミンパック/ターミナルサービス １年間ライセンス

エコぷりんと５ Home

エコぷりんと５ アドミンパック/ターミナルサービ
ス １年間ライセンス
 
  ＊ＡＤ版には管理ツールが必須です。
     なお、管理ツール１ライセンスで管理できる
     クライアント数は無制限です。

エコぷりんと５　アドミンパック/ターミナルサービ
ス
 
 ＊ＡＤ版には管理ツールが必須です。
     なお、管理ツール１ライセンスで管理できる
     クライアント数は無制限です。 別途見積もり

別途見積もり
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動作環境：
・OS： Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2003/R2、Windows Server 2008 /R2、

Windows ７、 Windows 8、Windows Server 2012
*Vistaは32bitのみ、それ以外は 32bit/64bit 両対応
*「エコぷりんと５ Home」はサーバーＯＳには対応していません。
*「エコぷりんと５ ターミナルサービス」はサーバーＯＳにのみ対応しています。

・PC： IBM PC/AT互換（Intel Pentium またはその互換 CPU 低1GHz 以上 /
Intel Core2 またはその互換 CPU 2GHz 以上を推奨）

*Intel Itanium CPU (IA-64) には対応していません。
・ﾒﾓﾘ：Windows XP/2003 の場合、 低 512 MB以上/推奨 1GB 以上

Windows Vista/7/8/2008 /2012の場合、 低1.5GB以上/推奨2GB 以上
・インストールに必要なディスク空き容量： 低 １０ MB以上
・対応プリンタ：レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、複合機、ネットワークプリンタ、

共有プリンタ、ポストスクリプトプリンタ

開発/発売元：開発/発売元：
株式会社アクティブウェーブ インタラクト
住所 〒171-0021 東京都豊島区西池袋5-13-16 笠原ビル2F
TEL: 03-3985-4571 FAX: 03-3985-3291
URL: http://www.ecoprint2.jp
メール sales@awia.co.jp


