bizhub Connector
ク ラ ウド サ ー ビ ス 連 携 ア プリケ ー ション

操作パネルから
クラウドサービス※へ、
ダイレクトにアクセス
ワークスタイルの変化や情報の共有、管理体制の強化と
いう点から広く普及し、実用性が高まっているクラウド
サービス。
「bizhub Connector」は、そんなクラウドサービスと
連携するアプリケーション。複合機の操作パネルから
直接アクセスしドキュメントを活用できます。
パソコンを経由せず複合機があれば、いつでも、
どこから
でもクラウドストレージにアクセスでき、業務効率化を
サポートします。
※bizhub Connector S-1はクラウドサービスに対応していません。
（Microsoft SharePoint Serverに対応しています。）

クラウドサービス内の
ドキュメントを

プリント出力

スキャンデータを
クラウドサービス内に

アップロード

記憶媒体を持ち運ばず
スキャンデータを保存、
リアルタイムで共有
パソコンがない場所でも
ドキュメントを複合機で検索し、その場で出力

ストレージ・クラウド連携で業務をより効率的に、
スピーディーに。
bizhub Connectorは、複合機（bizhub）
にインストールすることでインターネット上のクラウドサービスや社内のSharePoint Serverと連携し、
ドキュメントのスキャンやプリントをパソコンを使わずに行えます。また、無償アプリケーション「 Konica Minolta Mobile Print 」を
bizhub Connectorとあわせて活用すると、複合機・クラウドサービス・モバイル端末の全方向でデータ授受が可能となり、より一層業務効率化
を図れます。
クラウドサービスとは

bizhub Connector
利 用 で き る ク ラ ウド サ ー ビ ス や
SharePoint Serverは以下の通り
です。既存アカウントをそのまま使用
することも可能です。

SharePoint
Server®

※1

bizhub Connector G-1

Google AppsTM（GoogleDrive、Gmail）

Google AppsTM
Evernote®

直接プリント

bizhub Connector E-1※1
Evernote®

クラウドサービスは、インターネット経由
で提供される各種サービスです。従来パソ
コン内に保管していたデータを、
クラウド
ストレージで保管する形で広く利用されて
います。新たなにサーバーを設置すること
なくデータの保管・共有システムを構築
できるほか、特定のパソコンから以外に
もモバイル端末などからアクセスでき、
情報運用の幅が大きく拡がります。

ダウンロード

bizhub Connector S-1※1※2
Microsoft SharePoint Server®
対応バージョン

直接スキャン

Microsoft SharePoint Server
2007/2010/2013/2016

※1：それぞれのサービスへのユーザー
登録が必要です。
※2：bizhub Connector S-1を利用
するためにはROOTフォルダーに
閲覧権限が必要です。

アップロード

Konica Minolta
Mobile Print

プリント

スキャン

bizhub

スマートフォンやタブレッ
トのモバイル端末用無償
アプリケ ー ション 。i O S
（iPhone、iPad、iPod
T o u c h ）とA n d r o i d の
両OSに対応しています。

モバイル端末

ダイレクトプリント

スキャンデータのアップロード

サイレントモードでのログイン

クラウドサービスや企業内SharePoint Serverに
格納されているドキュメントを、bizhubの操作パネ
ルから直接プリントできます。パソコンやプリン
タードライバーを使用することなくスピーディーに
出力できます。

bizhubの操作パネルからクラウドサービス上のス
トレージや企業内SharePoint Serverにスキャン
データを直接アップロード可能です。スキャン時に
OCR処理を施すことで、業務の効率化をサポート
します。

複 合 機 認 証と外 部 サ ービス認 証を連 携させた
サイレントモードでログイン可能です。1度の認証
で複合機とクラウドサービス両方の認証を行え、
セキュリティーを確保しながら、さらにログイン
操作工数を減らすことができます。

スキャン

Google Apps™

Google Apps™

(Google Drive/Gmail)

Evernote®

Evernote®

直接プリント

アップロード

Share
Point®
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Point®

Google Driveリスト内のドキュメント

プ
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ト
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応
フ
ァ
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Googleドキュメント
PDF※、

G-1

Gmailリスト内のメール本文または添付ファイル
TIFF、
JPEG、
XPS、
DOCX、
XLSX、
PPTX
PDF※、
Evernoteリスト内のノート添付ファイル

E-1

TIFF、
JPEG、
XPS、
DOCX、
XLSX、
PPTX
PDF※、
SharePointリスト内のドキュメント

S-1

TIFF、
JPEG、
XPS、
DOCX、
XLSX、
PPTX
PDF※、
※PDFの種類によっては印刷できない場合があります。

ス
キ
ャ
ン
対
応
フ
ァ
イ
ル
形
式

モノクロ

サービス
への
ログイン

Google Driveにアップロード
PDF/コンパクトPDF（サーチャブルPDF※1含む）

G-1

Gmail経由で添付ファイルとしてメール送信
PDF/コンパクトPDF（サーチャブルPDF※1含む）、TIFF、
XPS、
コンパクトXPS、DOCX※2、XLSX※2、PPTX

E-1

Evernoteにノートの添付ファイルとしてアップロード
PDF/コンパクトPDF（サーチャブルPDF※1含む）、TIFF、
XPS、
コンパクトXPS、DOCX※2、XLSX※2、PPTX

S-1

SharePointサーバーにアップロード
PDF、
コンパクトPDF（サーチャブルPDF※1含む）、TIFF、
XPS、
コンパクトXPS、DOCX※2、XLSX※2、PPTX

■サイレントモードでのログイン手順

複合機へ
ログイン

サービスの
認証情報を
1度だけ入力

その後は
複合機のログインと
同時に自動ログイン

※1：LK-105 v3またはLK-110 v2が必要です。※2：LK-110 v2が必要です。

■標準価格

■対応機種
カラー

複合機
ユーザー
認証

(Google Drive/Gmail)

bizhub C759/C659
bizhub C658/C558/C458
● bizhub C368/C308/C258※1
● bizhub C4050i

15,000円

5,000円

bizhub Connector E-1 デバイスライセンス（1ライセンス）

15,000円

5,000円

bizhub 658e/558e/458e
● bizhub 287/227※1

bizhub Connector S-1 デバイスライセンス（1ライセンス）

15,000円

5,000円

●

●

bizhub 758
● bizhub 368e/308e※1
● bizhub 4052※2

●

※1 アップグレードキットUK-211が必要です。 ※2 アップグレードキットUK-219が必要です。
※アップグレードキットの価格や取付料については各製品カタログをご参照ください。
※KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTAロゴ、Giving Shape to Ideas、bizhubはコニカミノルタ株式会社の登録商標です。
※Windows、Microsoft OfﬁceおよびSharePointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標また
※Google、
は商標です。
※iPad、iPhone、iPod touch、App Storeは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
Google Drive、Gmail、Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。※Evernoteは、米国Evernote Corporationの米国お
よびその他の国における登録商標または商標です。
※その他の製品名は、各社の商標または登録商標です。
※表示価格は消費税抜きの
価格です。消費税は別途申し受けます。
※カタログ中のイメージカラーを使用している部分は実際の画面の色と異なる場合があります。
※製品改良のため、
仕様および機能の一部を予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

〈国内総販売元〉

標準価格（税別） 取付料金
（税別）

bizhub Connector G-1※1 デバイスライセンス（1ライセンス）

●

●

商品名

bizhub C650i/C550i/C450i
bizhub C360i/C300i/C250i
● bizhub C287/C227※1
● bizhub C3851※1

●

※2

※3

（GoogleDrive、Gmail）連携アプリケーション
※1：Google Apps™
※2：Evernote®連携アプリケーション
※3：Microsoft SharePoint Server連携アプリケーション
※後付の場合は、別途、
出動費用を1訪問あたり5,000円申し受けます。

お問い合わせは、当社へ。

〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

〈製造元〉
本紙の記載内容は2020年6月現在のものです。

