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モバイル端末からの「ユビキタスプリント」をより簡単に、よりセキュアに実現 

全世界でアプリケーションソフトを無償提供 
 

2014 年 3 月 31 日 
 
コニカミノルタ株式会社（本社：東京都千代田区、社長：松﨑正年 以下 コニカミノルタ）は、社内環境下でモバイル

端末を使用したユビキタスプリント※1 の使い勝手を飛躍的に向上させるアプリケーションソフトを 3 月 31 日より全世

界で無償提供致します。 

従来、モバイル端末からのユビキタスプリントにおいては、印刷コマンド情報を電子メールで送る必要がありまし

たが、「PageScope Mobile※2」と、今回ご提供する無償アプリケーションソフト「PageScope My Print Manager Port※3」

をモバイル端末にインストールすることにより、一旦 My Print Manager サーバーへ投げたプリントジョブを直感的な

操作でユビキタスプリントが出来るようになり、従来の出力方法と比較して大幅に操作性が向上しました。 

セキュリティ面においても、モバイル端末からのユビキタスプリントでは出力前に IC カードなどによる認証が

必要になるため、セキュアな印刷環境下でご利用できます。 

また、出力先の複合機の登録は、IP アドレスの入力の手間がかかりましたが、「QR Code Creator※4」を使用する

ことにより複合機のパネル上に表示された QR コードを読み込むだけでモバイル端末に簡単に登録され印刷が可能

となります。（2 頁 図②参照） 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
詳細は下記 web ページへ 

iOS版：http://www.konicaminolta.jp/business/products/software/mobile_cooperation/pagescope_mobile/index.html 

Android 版：http://www.konicaminolta.jp/business/products/software/mobile_cooperation/pagescope_mobile_android/index.html 

 

コニカミノルタは、コミュニケーションメッセージ「Giving Shape to Ideas」のもと、今後もオフィス環境とワークフローの

変化に柔軟に対応するソリューションの提供を行い、多様化するお客様のご要望と期待に応えてまいります。 
 
 
※1: プリントジョブを一旦プリントサーバーなどに保存し、オフィスの複数の出力機器から任意の出力機器を選んで認証後に出力する機能のことをコニ

カミノルタでは「ユビキタスプリント」と呼んでいます。 これにより、オフィス内の最寄りの複合機や、空いている複合機をユーザーが選んで出力す

ることが可能となり、業務効率の向上や混雑緩和、放置プリントの抑制が可能となります。 

※2: 「PageScope Mobile」は、iOS、Android OS のタブレット端末やスマートフォン向けの印刷・スキャン・ビューアーなどの機能が一体となったアプリケ

ーションです。端末に保存してある画像や文書をコニカミノルタの複合機 bizhub に送って印刷することや、bizhub からのスキャンデータを端末に保

存すること、クラウドサービスと連携してクラウド上にあるデータの印刷やクラウドへのスキャンデータの保存を行うことができます。 

- ダウンロード先：PageScope Mobile for iPhone/iPad v.4.0 (iPhone®/iPad™/iPod touch®向け) = App Store にて 

PageScope Mobile for Android v.3.0 (Android OS 向け) = Google Play にて  

詳細は下記をご参照ください。 

iOS 版：https://itunes.apple.com/jp/app/pagescope-mobile-for-iphone/id425094809?mt=8 

Android 版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kmbt.pagescopemobile.ui 

※3: 本機能をご使用になる場合には、別売り商品の「PageScope Enterprise Suite」の「My Print Manager」Ver3.1.01000 以上が必要です。 

※4: 本機能をご使用になる場合には、オプションの「UK-204」と「LK-101 v3」が必要です。 

モバイル出力ワークフロー 

（2 頁 図①参照） 
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① 『PageScope Mobile』 および 『PageScope My Print Manager Port』 からの出力の流れ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 『QR Code Creator』 から QR コードによる登録の流れ 

 
 

■ 「PageScope My Print Manager Port」対応機種※5、対応 OS： 
本アプリケーションをご使用になる場合には、別売り商品の「PageScope Enterprise Suite」の「My Print Manager」Ver3.1.01000 以上が必要です。 

対応機種 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラー機： 

bizhub C754(e)/C654(e) 

bizhub C554(e)/C454(e)/C364(e)/ 

C284(e)/C224(e) 

bizhub C652DS/C552DS 

bizhub C652/C552/C452 

bizhub C360/C280/C220 

bizhub C35 

bizhub C3850 

bizhub C650/C550/C451 ※6 

bizhub C353/C253/C203 ※6 

モノクロ機： 

bizhub 754（e）/654（e） 

bizhub 554e/454e/364e/284e/224e 

bizhub 602/502 

bizhub 423/363/283/223 

bizhub 751/601 ※6 

bizhub 501/421/361 ※6 

bizhub 36 

bizhub PRO 951 

対応 OS iPhone・iPod touch iOS 6.0、6.1、7.0 

iPad iOS 6.0、6.1、7.0 

iPad mini iOS 6.0、6.1、7.0 

Android OS 2.3、4.0、4.1、4.2、4.3 

※5: 日本国内の販売機となります。今後発売するコニカミノルタ複合機に順次対応してまいりますが、一部、非対応となる製品があります。 

※6: オプション追加やバージョンアップが必要な場合があります。 
 

■ 「QR Code Creator」対応機種※4 ※5： 
対応機種 

 

 

カラー機： 

bizhub C754e/C654e 

bizhub C554e/C454e/C364e/C284e/C224e 

モノクロ機： 

bizhub 754e/654e 

bizhub 554e/454e/364e/284e/224e 
 
＊bizhub、PageScope、magicolor はコニカミノルタ株式会社の登録商標です。  

＊Apple、Apple のロゴ、iPhone、iPod touch、iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 

iPad は Apple Inc.の商標です。App Store は Apple Inc.のサービスマークです。 

＊iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

＊iOS の商標は、Apple Inc.の米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。 

＊App Store は、Apple Inc.が運営する iPhone、iPad、iPod touch 向けアプリケーションソフトウエアのダウンロードを行えるサービスの名称です。 

＊Google、Google Drive、Android および Google Play は、Google Inc.の商標または登録商標です。  

＊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。 
 

----------------------------------本件に関するお問い合わせ--------------------------------- 

報道関係 ： コニカミノルタ（株）広報グループ         TEL：03-6250-2100 

お客様   ： コニカミノルタビジネスソリューションズ（株）  フリーダイヤル  TEL：0120-805039 
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