
カンタン私書箱プリント タイプA

プリント時のうっかりを防いで業務をスムーズに！
ミスプリントを削減するオンデマンド印刷アプリケーション。



設定を間違えて印刷してしまったり、印刷物の取り違えや放置による紛失で困ったりしたことはありませんか？

「imagio カンタン私書箱プリント タイプA」は、そうしたプリント時のうっかりをカンタンに防ぐためのアプリケーションです。

PC端末からの印刷ジョブを、利用者それぞれの「私書箱」に分けて複合機へ自動的に蓄積します。

利用者は複合機の操作パネルで自分の印刷ジョブを確認してから印刷を行う運用に切り替えられます。

PC端末に特別な設定は不要。さらにユーザー登録も必要ないので、管理レスで運用も楽々です。

オンデマンド印刷で解決！オンデマンド印刷で解決！オンデマンド印刷で解決！

プリント時のうっかりを防いで業務をスムーズに！
ミスプリントを削減するオンデマンド印刷アプリケーション。

PCから印刷 印刷ジョブが複合機に蓄積されます。
PCから印刷しただけでは、出力されません。

複合機の操作パネルで印刷ジョブを選び、［印刷］を押すと、
はじめて出力されるため、自分の印刷物は確実に自分が受け
取れます。

間違って印刷をかけた時は印刷せずに削除できます。

こんなお困りごと、ありませんか？こんなお困りごと、ありませんか？こんなお困りごと、ありませんか？

設定を間違えて
印刷してしまった！

・部数を間違えて多く印刷。
・モノクロで出すつもりが
　カラーで印刷。
・両面設定をし忘れて印刷。

間違えて印刷指示を
出しても、複合機の
操作パネルで

削除できるから大丈夫。
ミスプリントが減らせます。

印刷したら、
他の人が出力した
印刷物と

自分の印刷物が
混ざってしまった！
仕分けが大変！

機密文書も
他の人に見られる
心配がないから安心。

経理資料、
人事資料などの

機密文書を印刷すると、
印刷物を取りに
行くまで他の人に
見られないか心配！

印刷物の紛失による
情報漏洩のリスクを
減らせます。

印刷後、
しばらくして
取りに行ったら

自分が出力したはずの
印刷物が
見当たらない！

印刷物の混入による
仕分け作業が
必要なくなります。

印刷ジョブ



条件印刷

imaｇio カンタン私書箱プリントなら管理レスでオンデマンド印刷環境をカンタンに実現できます！

PCから印刷指示 私書箱を選択

チェック印刷

複数部数の印刷を実行した際に、チェック用に一部だけ先に
印刷することができます。

部数変更印刷

印刷時に指定した印刷部数を変更して印刷することが可能です。

保存印刷

印刷後、ジョブを削除せずに保存しておくことができます。

印刷

［通常印刷］でOK。PCに特別

な設定をする必要はありません。

私書箱機能

自分の［私書箱＊］を選択します。
＊印刷ジョブは利用者ごとに分けられて複合機に蓄積されます。この利用者ごとの保存場所を「私書箱」と呼びます。
　「私書箱」は、印刷を実行したPCの情報を元に自動で作られます。管理者によるユーザー登録などは必要ありません。

オンデマンド印刷

複合機の操作パネルからジョブ

を選択し、印刷します。

印刷ジョブを選択して印刷

●コンピューター名：pc01
●ユーザー名：tanaka

オンデマンド印刷ならではのさまざまな印刷方法をご活用い

ただけます。

私書箱設定

私書箱の表示名や私書箱をソートするた

めのラベル色は、利用者の方が使いやす

いように自分で変更できます。また、私書箱

には暗証番号も設定可能。他人に自分の

印刷ジョブを見られたくない利用者の方も

安心してご利用いただけます。

印刷ジョブ

※私書箱の単位は「A.コンピューター名＋ユーザー名（初期値）」「B.ユーザー名」「C.ログインユーザー名（プリンター
　ドライバーの指定）」となります。

左画面のように設定を行った際の私書箱表示。

コンピューター名とユーザー名が表示されます。



http://www.ricoh.co.jp/imagio/mfp-sol

0910S – 1106<34211526>5/0A

■「ISO 14001」の認証を取得しています。 ●お問い合わせ・ご用命は・・・
リコーグループは、国内・海外の生産拠点に加え、国内販売グループ会社で、環境
マネジメントシステムの国際規格である、「ISO 14001」の認証を取得しています。

地球環境保護のために、このカタログには再生紙と
大豆油インキを使用しています。

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」
で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。

0120-000-475

0120-479-417

●受付時間：平日（月～金）9時～18時／土曜日9時～12時、13時～17時（日、祝祭日、弊社休業日を除く） ＊通話料は無料です。 
＊音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、
そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。  ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の
向上のため、録音・記録をさせていただいております。

●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。

お客様相談センター

このカタログの記載内容は、2011年6月現在のものです。

動 作 可 能 機 種

imagio MP C7501/C7500/C6001/C6000/C5001/C5001A/C5000/C4001/C4001A/C4000/C3301/C3300/C2801/C2800/C2201/C2200
imagio MP 9001/7501/6001GP/6001/5000/4000/3350/2550
imagio MP W3601/W2401
RICOH Pro 1357EX/1107EX/907EX

※ネットワーク通信ができていること、およびプリンター機能が動作している必要があります。

クライアントPC（オンデマンド印刷）

O S
Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4＊1、Windows® XP Home Edition/Professional  SP2/SP3＊1

Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise SP1/SP2＊1

Windows® 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1＊2

利 用 プ ロ ト コ ル LPR（LPR）、diprint（Ridoc IO Navi、Standard TCP/IP）、IPP/IPPS（Ridoc IO Navi）
対 応 プリンタードライバ ー RPCS＊3

＊1 対応OSは32bit日本語版になります。 ＊2 対応OSは日本語版（32bit/64bit）になります。64bit版のRPCS（標準）ドライバーでは、Windowsの印刷サーバー経由時に認証ユーザー名の機能、および、スルー印刷機能が使用できない場合があります。　
＊3 RPCSドライバーはRPCS（標準）とRPCS Basicに対応しています。

クライアントPC（私書箱管理ツール＊1／機器管理ツール＊2）

O S
Windows® XP Home Edition/Professional SP2/SP3＊3

Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate SP1/SP2＊3

Windows® 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1＊4

＊1 私書箱の表示名、ラベル色の設定・変更、私書箱の削除ができるツールです。 ＊2 imagio カンタン私書箱プリントの各種設定やログ情報収集を行うことができるツールです。
＊3 対応OSは32bit日本語版になります。 ＊4 対応OSは日本語版（32bit/64bit）になります。なお、64bitに対応しているのはSP1のみになります。

（消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
設置指導料

対応機種
A料金 B料金

imagio カンタン私書箱プリント タイプ A-MP02 315338 58,000円 9,400円 4,700円 imagio MP C7500/C6000
imagio カンタン私書箱プリント タイプ A-MP04 315339 58,000円 9,400円 4,700円 imagio MP 5000＊1/4000＊1/3350＊1/2550＊1

imagio カンタン私書箱プリント タイプ A-MP05 315340 58,000円 9,400円 4,700円

imagio MP C7501/C6001/C5001＊2/C5001A＊2/C5000/C4001＊2/C4001A＊2/C4000/
C3301＊2/C3300/C2801＊2/C2800/C2201＊2

imagio MP 9001/7501/6001GP/6001
imagio MP W3601/W2401
RICOH Pro 1357EX/1107EX/907EX

imagio カンタン私書箱プリント タイプ A-MP06 315341 58,000円 9,400円 4,700円 imagio MP C2200＊3

＊1 『imagio マルチエミュレーションカード』『imagio PS3カード』との同時装着はできません。 ＊2 複合機本体の上限管理機能は利用できません。 ＊3 別途オプションの『拡張モジュールタイプ１７』が必要です。
※別途VMカードが必要です。必要なVMカードは機種によって異なります。 ※設置指導料にはPC1台への「機器管理ツール」「私書箱管理ツール」のインストール・接続設定を含みます。 ※カスタマーエンジニアによる設置となります。
※設置指導料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取り付ける場合は１オプションがA料金、他オプションがB料金となります。 ※オプションは最初に装着した本体のみで利用できます。

（消費税別）

商品名 品種コード 標準価格 対応機種

imagio VMカード タイプ 7 315091 20,000円 imagio MP C7500/C6000
imagio MP 5000/4000/3350/2550

imagio VMカード タイプ 12 315220 20,000円 imagio MP C5000/C4000/C3300/C2800/C2200

imagio VMカード タイプ 18 315266 20,000円 imagio MP 9001/7501/6001GP/6001
RICOH Pro 1357EX/1107EX/907EX

imagio VMカード タイプ 23 315348 20,000円 imagio MP C7501/C6001
imagio MP W3601/W2401

imagio VMカード タイプ 24 315381 20,000円 imagio MP C5001/C5001A/C4001/C4001A/C3301/C2801/C2201

※ＶＭカードの設置調整料はＡ料金 6,300円、Ｂ料金 1,600円がかかります。

（消費税別）

保守料金 備考
900 円／１ヶ月 本アプリケーションを安定した状態でお使いいただくための保守サービスを提供いたします。

※「imagio カンタン私書箱プリント タイプA-MPXX」を装着すると、本体保守をパフォーマンス契約でお選びいただいている場合、本体の保守料金に上記料金が加算されます。
　本体保守でスポット保守をお選びいただいている場合は、本オプションもスポット保守となります。

※万が一、ハードディスク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、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
※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。
※Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

imagio カンタン私書箱プリント タイプAの主な仕様 

Embedded Software Architectureとは
複写機でさまざまなアプリケーションを稼動させることを可能にしたアーキテ
クチャーです。このアーキテクチャーが搭載されたimagioシリーズには各種
アプリケーションをインストールして機能を拡張することが可能となります。

■動作環境

■商品一覧

■保守料金


