
スマートなジョブ管理・編集機能で
印刷フローを最適化。

・多彩なインターフェースでジョブを集中管理
・ステータス追跡

・ホットフォルダーによる自動インポート
・幅広いインポート対応ファイル形式
・スキャン原稿へ対応
・プリフライトチェック機能でエラー防止

・パワフルなページ編集機能
・新たに画像版下データ編集に対応
・プレビューを見ながらの簡単面付け

・プリントステータス表示
・プリンターステータス表示
・カラースプリット機能で無駄のない印刷



ジョブ管理から印刷出力まで、印刷フローの全てを最適化

は、入稿ファイルのインポートから、ジョブ管理、版下データ編集、プリント出力設定まで、印刷フローの全ての工程
をオールインワンでサポートする統合印刷管理アプリケーションです。

効率性を追求したジョブ管理機能や、面付け・レイアウト変更などの高度な版下編集機能、さらに、ラスターイメージ編集機能（オプション）や、ペー
ジに合わせて最良の出力先を選択するカラースプリット機能など、印刷の現場で必要とされる様々な機能をシンプルなインターフェースで実現し、
印刷フローの全てを最適化します。

スマートなジョブ管理と、卓越した編集機能で、印刷フローを全面サポート

入稿ファイルのインポート ジョブの管理・版下データの編集 プリント出力

基本ワークフロー



ホットフォルダー機能で印刷設定を省力化

入稿ファイルのインポート

ホットフォルダーを作成し、よく利用する印刷設定をあらかじめ設定してお
くことで、入稿ファイルに対するプリント設定からプリント出力まで、オペ
レーターが個別に設定を行うことなく、適切に出力することができます。

ホットフォルダー機能 印刷設定を省力化

ファイルインポート時にファイルに対して自動的にプリフライトチェックを
行います。インポート時に先行してチェックを行うことで、印刷時にエラー
が発生するのを防ぎ、遅滞することのない円滑な印刷フローを実現します。

プリフライトチェック機能 印刷エラーを未然に防止

インポートファイル形式 紙原稿を版下データ化

ドライバーを使用することで、スキャンした原稿を画像版下データ
としてインポートできます。
電子データとして作成されたファイルだけではなく、紙原稿からスキャンし
たファイルも版下データとして一元管理し、活用することが可能です。

インポート可能なファイル形式として、 、 に加え、 、
、 、 をサポートしており、事前に特別な変換を行うことなく

様々なファイル形式データを原稿として使用することができます。

プリフライト管理画面

ホットフォルダー設定画面

ファイルインポート時に、自動的に
プリフライトチェックを実行。

エラーを発生させることなく、確実
に出力。

①紙原稿からスキャンで
　取り込み

③通常の版下データと
　同じように出力

②スキャンデータを版下データ
　として、一元管理

オペレーターがホットフォルダーを設
定し、必要なプリント設定を適用。

ホットフォルダーにインポートされたファ
イルは、ホットフォルダーに設定された
プリント設定に従い、自動的に印刷。

紙原稿

版下データ

入稿ファイル

ホットフォルダー

様々なファイル形式を広範に
サポート。

スキャン原稿のサポート インポートファイル形式



ジョブ管理

各種のステータス情報を統合したダッシュボードでは、印刷ジョブ内容や未
処理のジョブをひと目で把握することができます。
カレンダーでは、ジョブ内容を出荷日・部数別に閲覧することができ、最近
のジョブや新たなジョブ、進行中のジョブも簡単に確認することができます。

ダッシュボード 知りたい情報にすぐにアクセス

ジョブの受領状況や、現在のプリントジョブのステータスをいつでも通知す
ることができます。
オペレーターが、あらかじめメール配信のタイミングとメッセージ内容を登
録することにより、メールを自動送信することができます。

ステータスの追跡 切れ目のないジョブ管理が可能

ジョブの状況を見える化し、ジョブ管理の負担を軽減

ダッシュボード画面

ステータス画面

依頼主 /管理者

プリントジョブのステータスを、
簡単な手順でメール配信

ジョブ内容

ジョブを
納品日毎に
表示

ジョブをページの
印刷量ごとに
表示

最近のジョブ

ジョブを
受付日ごと
に表示



基本的な原稿データ編集はもちろん、ラスターイメージの編集も行うことができます。
紙原稿をスキャンしたモノクロラスター画像版下データを、多彩な編集機能を使用することにより、印刷に最適なデータに加工することができます。

編集機能

ラスターイメージ編集機能 ※オプション 画像版下データへ完全対応

充実の編集機能で、画像版下データにも完全対応

版下データ修正に必要とされる、基本的な編集ツールを備えており、軽微な
修正や内容の変更などを手軽に行うことができます。

原稿上の汚れや、原稿の傾き、かすれてしまった線などを修正することがで
きます。

版下データに不可欠なトンボを、三種類のうちから選択して、挿入すること
ができます。

トンボ設定画面

タイプ タイプ タイプ

ブラシ 消しゴム

直線 塗りつぶし

ゴミ取り

傾き補正

太線化

スキャンした原稿の傾きを補正することができます。
補正する角度を直接入力するだけでなく、自動で角度補正を行なったり、
傾きを指示線で示すことで直感的に補正することもできます。

同じ編集処理を、選択した複数のページに一括で適用することができます。
複数ページにまたがる同一箇所の修正や追加を行うのに便利です。

ページ単位だけではなく、選択したエリア単位で数値を指定しての移動や回
転、拡大 縮小などを行うことができます。

すべてのページに編集
内容を適用します。

偶数 / 奇数ページにのみ
編集内容を適用します。

指定したページにのみ
編集内容を適用します。

マルチページモードに
切り替えます。

テキストの修正や、画像の差替えを、画像版下データに対しても行うことが
できます。

画像原稿上の線のかすれを補正し、より明瞭な画像原稿に仕上げることがで
きます。

原稿上の汚れなど、不要なノイズを検出し、除去することができます。

ページ/エリアの移動、回転

テキスト/イメージの追加

シングル/マルチページモード

トンボ設定

ブラシ/消しゴム/直線/塗りつぶしゴミ取り/傾き補正/太線化



ページの移動、削除、複製から、ページ番号の挿入やカラー モノクロ設定の
変更まで、幅広い編集ニーズへの対応が可能です。

多彩な面付けパターンをテンプレート化することにより、わずらわしい面付け作業
を大幅に省力化・迅速化することができます。
さらに、一般的な面付けだけではなく、名詞やカードなどの多面付け（リピート）
にも対応し、複雑な面付けを簡単に実行することができます。

ドキュメント編集・加工機能 版下データ作成を強力アシスト ページ面付け機能 多種多様な面付けをカバー

リアルタイムプレビュー機能 設定ミスを低減

ページ順変更 / ページ複製 / 削除

空白ページ / 合紙 / タブシートの挿入

切り出し ヘッダー / フッター機能

豊富な機能とプレビュー表示が版下データ編集をサポート

標準機能として、版下データ編集時、リアルタイムに編集結果を確認するこ
とができるプレビュー機能を備えています。
ページ移動や面付けなど、設定情報を見ただけでは仕上がりがイメージしに
くい編集を行なうときも、リアルタイムプレビューを使用することにより、
印刷によるトライ エラーを繰り返すことなく、正確でスピーディーな版下
データ編集を行うことができます。

ページ編集画面

シートプレビュー画面 ページプレビュー画面

原稿加工画面

ドキュメント編集・加工例

ページ面付け加工例

ギャングアップ

リピート

小冊子

串刺し面付け

十字折り

ページ移動 ページ複製

空白ページ挿入 合紙挿入 タブページ挿入

ページ削除



ステータスの表示 印刷環境全体を手軽に確認

ジョブの印刷状態をリアルタイムに表示し、ジョブに関する状況を視覚的に
把握することができます。

印刷機の稼働状況や、用紙残量、紙づまりなどの運用状態も確認でき、印刷ラ
インを常に最適な状態に保つことができます。

版下データに含まれる、カラー モノクロページを自動的に判別し、最適な
印刷機へ自動分割して印刷を行います。

リンクのカラー表示など、不要なカラーエレメントを削除し、無駄なカラー
出力を自動的に削減します。

カラー モノクロページを自動的に判別し、最適な印刷機へ分割するとともに、丁合まで自動化※することで手作業によるミスをなくし、カラー モノクロ混
在原稿でも、効率を低下させることなく印刷を行います。
※印刷されたカラーページのモノクロ機へのセットのみ手作業が必要です。

プリント出力

より低コストで印刷できるよう、版下データのカラー設定変更が可能です。カラーページはカラー印刷機に、モノクロページはモノクロ印刷機に自動で振り
分けを行うことで、コストと時間の両面で無駄のない最適なパフォーマンスを実現します。

カラースプリット機能 合理的な機器利用による効率化

出力機器の状況を見極め、無駄のないプリントを実現

プリントステータス画面 プリンターステータス画面

カラー機

カラー機

モノクロ機

モノクロ機

モノクロページの出力を行うとともに、
インサーターにセットされたカラー
ページを、自動で丁合。

カラーページのみ出力

モノクロページ情報と
カラーページの挿入設定を送信

カラー / モノクロページを自動
的に判別し、最適な印刷機へ
自動分割

不要なカラーエレメントを削除し、
無駄なカラー出力を削減

はカラークラスターオプション使用時に ドキュメント内のカラー情報（色版情報）に対して忠実に印刷します。
従いまして、カラー指定された空白文字、カラー指定された文字・図形・画素などが他の白黒画像のノセにより覆われているジョブもカラーページとして判断し、自動的にカラープリ
ンターへ印刷指示がなされます。

カラー /モノクロ混在原稿の自動丁合

カラー /モノクロの自動振り分け不要なカラーエレメントの削除

プリンターステータス表示プリントステータス表示



の主な仕様

製品名

メモリー
容量

解像度

カラー機

イメージコントローラー
モノクロ機

（ ）
クアッドコア
（ ）以上
以上の空き容量
× 以上

動作環境

対応機種

入稿ファイルのインポート

ジョブ情報の確認

ドキュメントの編集

ドキュメントの印刷

プログラムの設定

、 ファイルのインポート
ジョブチケットの入力
ジョブリスト
ジョブの管理、移動、削除、複製、ソート、フィルタ、検索
フォルダの作成と管理
ジョブ情報のエクスポート
印刷のジョブを組み合わせる
顧客に電子メールで連絡する
オペレータ・メモを追加
顧客アドレス・データの表示
原稿ファイルを開く
印刷ファイルを開く
添付を開く、保存、削除
印刷データのチェック
プリフライト・チェック
プレビューでのジョブ確認
ジョブチケットを開く
ジョブ履歴の表示
処理オプションの変更
空ページの挿入
合紙の挿入、編集
タブ・シートの追加、編集

、 ファイルの挿入
切り出し、移動、回転
ヘッダー フッター、ページ番号の追加
タッチ 印刷
印刷ウィンドウでの印刷
テスト印刷実行
ドキュメント自動印刷
ジョブチケット印刷
印刷設定編集
プリンター設定をセットとして管理
印刷キュー
オフラインで作業
設定ウィンドウ
プリンターの構成
用紙フォーマット、用紙タイプ設定、タブシート
折丁の設定
プリント製品の設定：製品リスト、面付け
サービスの設定
納品方法の設定
クライアント・ライセンスの管理
アドレス・フィールドの管理
ジョブステータス電子メールの設定
ジョブ確認の送信
プログラム設定の変更
作業領域のカスタマイズ

主な仕様

本紙の記載内容は 年 月現在のものです。

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 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

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 ～ 、 ～ でお受けします。

〒 東京都港区芝浦

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。

※コニカミノルタ、 ロゴ、シンボルマーク、 ロゴ、 、 は、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※ は、米国 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・ は都合により予告なしに変更する場合があります。※ご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※このカタログに記載されている商品は国内
仕様のため海外では使用できません。※万が一、 に不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の障害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。（長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをお勧めし
ます）

表内の仕様や機能は、使用する 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。


