
■ チャート測定による日々の色管理
■ 複数拠点の印刷機の管理状況を一覧表示
■ ウィザード方式での簡単プロファイル作成
■ 色管理のキーアイテムをユーザー間で共有
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クラウド カラーマネジメント システム

複数拠点にまたがる出力色を
クラウドを介してまとめて管理。

主な機能
日常管理機能

レポート機能

カラーマッチ機能

データ共有機能

使用条件設定

管理用ウェッジの測定
測定データの合否判定
測定データのデータベース化
複数印刷機、複数拠点の管理状況の一覧表示
時系列グラフ、測定値詳細情報
測定結果のレポート作成
プロファイル作成
　・カスタムターゲットプロファイル
　・デバイスリンクプロファイル
　・プリンタープロファイル
測定値フィードバックによるプロファイルの自動最適化
ターゲット毎の印刷機管理状況・測定値の共有（トラッキ
ングの共有）
ターゲットコンフィグ（測定条件・管理基準の組合せ）の
共有
ユーザー間でのトラッキング・ターゲットコンフィグの共有
ターゲットコンフィグの作成・登録
　※ターゲットコンフィグの内容
　　　・ターゲットICCプロファイル
　　　・合否判定の許容幅
　　　・日常管理用ウェッジ
　　　・デバイスリンクプロファイル作成の設定
　　　・測定器の設定
トラッキングの作成・登録
　※トラッキング：日常管理の単位
　　　　　　　　＝印刷機とターゲットコンフィグの組合せ
社員用ユーザー IDの作成
　・3階層の権限設定

主な仕様
製品名
ソフトウェアタイプ
測定機能

使用環境

AccurioPro Cloud Eye
ウェブアプリケーション、Windowsアプリケーション
主な対応チャート
　・IDE Alliance Digital 2009/2013
　・Ugra/Fogra media wedge V3.0
　・Japan Color control strip V1.0
　・JMPA 2018 control strip
　・IT8.7-3, IT8.7-4, ECI2002, TC3.5
対応測定器
　・コニカミノルタ：IQ-501, FD-5/7シリーズ ,

ColorScout, FD-9
　・X-Rite：i1iSis, i1iSis XL, i1iSis2 XL, i1Pro, i1Pro2,

i1iO, i1iO2
管理状況の閲覧、レポート機能
　・PC：Windows 7以降 , OS X 10.11以降
　・携帯端末：Android 4.4以降 , iOS 7.0以降
測定作業（PCのみ）
・Windows 7以降 : Windowsアプリケーション（推奨）、
  または Internet Exploror+Silver light

AccurioPro Cloud Eyeの主な仕様

表内の仕様や機能は、使用するOSやアプリケーション、ネットワークプロトコル、ネットワーク
構成、システム構成によって、サポートされていない場合や利用できない場合があります。

本紙の記載内容は2020年1月現在のものです。 9251-1333-30 2001C P4

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

お問い合わせは、当社へ。国内総販売元

製造元

0120-805039お客様相談室

おことわり　確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。
　　　　　    消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

受付時間は土、日、祝日を除く 9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。http://www.konicaminolta.jp

※コニカミノルタ、KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、Giving Shape to Ideasロゴ、AccurioPress、AccurioJet、AccurioPro、Cloud Eye、bizhub PRESSは、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※Windowsは、米国Microsoft Corporation.の米国およびその他の国
における登録商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・GUIは都合により予告なしに変更する場合があります。
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AccurioPress
C3080/C3080P/C3070

AccurioPress
C6100 / C6085
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協業会社

品質管理

生産

品質管理

生産

社内他の拠点

①色補正チャート
ダウンロード

手動測色により
プロファイルを自動作成 IQ-501での測色により

プロファイルを自動作成

②色補正チャート印刷

③測色

プロファイルの共有

測色データを保存

ブラウザで結果を確認

IQ-501で自動測定
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最新の色管理情報をクラウドを通じてリアルタイムに共有・管理 複数拠点での出力色を、統一された基準でまとめて管理

複数拠点にまたがる出力色を管理するクラウドサービス

AccurioPro Cloud Eyeは、コニカミノルタのプロ向け印刷ソリューション群AccurioProを構成する、クラウド・カラーマネジメン
ト・システムです。
複数拠点間の様々な印刷機をクラウドを介して管理することで、一元的なカラーマネジメントを実現。自社内はもちろん、協力会社
間、自社工場間の色管理手順の統合が容易に行えるようになります。また、これまで曖昧になりがちだった印刷機の色再現状態の確
認をスキルレスでより明確に、そしてリアルタイムなものに一新します。

日々の色管理機能 拠点間の誤差をなくし、確実な色管理を実現

スキルレスで正確な色管理

あらかじめ管理者が設定した内容で管理用ウェッジを出力し測
定することで、すべての印刷機で統一された色管理を行うこと
ができます。ウェッジを測定するだけの簡単操作なので、ミス
なく短時間で印刷機の日常管理を行えます。

IQ-501連携による自動測定

AccurioPressのオプションであるIQ-501をご利用の場合は、
自動測色と送信が可能となりますので、オペレータによる測定
操作も不要となります。

管理基準と結果の共有

ウェッジの測定を完了すると、登録された管理基準に対する合
否判定結果が表示されます。管理基準はAccurioPro Cloud Eye
により共有できるので、複数拠点で同じ条件での色管理が可能
です。判定結果と測定値はクラウド上のデータベースに保管さ
れ、管理者はパソコンやモバイル端末で最新情報を確認するこ
とができます。

レポート機能 印刷機の管理状況を一覧表示

最新測定結果の一覧表示

自社内各工場や協業会社のそれぞれの印刷機の管理状況や判定
結果は、グラフやレポートで詳細情報を見ることができます。

測定結果の詳細表示

各印刷機の判定結果の詳細について、
レポートの生成やダウンロードを行う
ことができます。

測定結果レポートの作成

測定結果の共有

管理状況や判定結果は、協業会社など他のユーザーと共有でき
ます。

ウェブブラウザでログイン後、メイン画面では、管理対象の会社 
/ 拠点 / 印刷機の最新の色管理状況が一覧できます。

ダッシュボード画面

カラーマッチ機能 カラーマッチングの一元管理

測定結果のフィードバック方式を採用しているため、カラーエ
キスパートでなくても自動的に高精度なデバイスリンクプロ
ファイルの作成が容易に行えます。

デバイスリンクプロファイルの自動作成

管理者が作成し、配布・共有されたプロファイル作成の設定を
使用できるので、拠点間・協業会社間でのカラーマッチングの
一元管理ができます。

プロファイル設定の共有

データ共有機能 色管理のキーアイテムを共有

日常管理の結果や状況（トラッキング）の開示、目標値と判定基
準やプロファイル作成の設定（ターゲットコンフィグ）の提供な
ど、色管理のキーアイテムを自社拠点間、外部のAccurioPro 
Cloud Eyeユーザー間での共有が可能です。これにより、業務
の効率化、トータルコストの低減を実現します。

キーアイテムの共有

① ターゲットコンフィグ
管理基準。色の目標値と管理許容幅、デバイスリンクプロファ
イルの条件設定などを組合せたファイル。
② トラッキング
印刷機とターゲットコンフィグの組合せであり、印刷機の色再
現を管理する単位。

共有できるキーアイテム
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