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インク・トナーを最大 75％削減、エアーの印刷コスト削減ソフト 
「WISE Print」、用紙も節約できる新バージョンをリリース！ 

～ 用紙を節約できる割り付け（N アップ）印刷に加え、プリンタ別の節約率、 
テキスト/グラフィック/イメージ別の節約率など高度な設定に対応！ ～ 

 
2011 年 11 月 22 日 

株式会社エアー 

要約 
エアーは、割り付け（N アップ）印刷に加え、プリンタ別の節約率、テキスト/グラフィック/イメージ

別の節約率など高度な設定に対応したプリントコスト削減ソフトウェア「WISE Print」の新バージョンを

2011 年 11 月末にリリースすることを発表します。 

 
株式会社エアー （本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：北山 洋一、以下 エアー） は、エアーが開

発・販売する、パソコンからの印刷時にインク・トナーの使用量を最大で 75%節約できるプリントコス

ト削減ソフトウェア「WISE Print シリーズ」（ワイズプリント）の新バージョンを、2011 年 11 月 30
日より販売を開始することを発表します。 

WISE Print バージョン 5.0 の新機能・向上機能 
お客様のご要望にお応えし、新バージョンでは、用紙を節約できる割り付け（N アップ）印刷に加え、

プリンタ別の節約率、テキスト/グラフィック/イメージ別の節約率など高度な設定に対応しました。ま

た、前バージョンに比べ印刷品質再現力なども向上しました。 

■WISE Print バージョン 5.0 の新機能 

割り付け（N アップ）印刷 
強制的に割り付け印刷（2 ページまたは 4 ページ）す

ることが可能です。用紙の使用量が減る結果、トナー

/インクの使用量も減るため、更なる印刷コストの削減

が可能になりました。 
割り付けした各ページにページ番号や境界線を付け

ることもできます。 
 割り付け印刷の設定ダイアログ→ 

テキスト、グラフィクス、イメージそれぞれに節約率を個別設定 
“テキスト”、“グラフィクス”、“イメージ”のそれぞれに、異なる節約率を設定して印刷する

ことが可能になりました。文字は濃めに印刷して、印刷コストの掛かる画像を薄めに印刷するなど

の調整が可能です。また、“テキスト”、“グラフィクス”、“イメージ”単位で、印刷時に自動

的に削除する（印刷しない）設定も可能です。 

プリンタ毎に印刷条件を個別設定＆登録 
複数台のプリンタを利用している場合、それぞれのプリンタ毎に異なる印刷条件を設定でき、用途

に応じた設定が可能になりました。 
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■WISE Print バージョン 5.0 の機能拡張・向上 

保存した節約率のワンタッチ切り替え 
プリンタ毎に最大 20 件まで設定内容を登録（プロファイル設定）しておき、タスクトレイのアイコ

ンからワンタッチで切り替えできるようになりました。例えば、“社外向け 30％セーブ”、“社内

向け 50％セーブ”などと設定しておき、必要に応じて瞬時に切り替えして印刷できます。 

 
 
 

ワンタッチ切り替えメニュー例→ 

 

オリジナルに忠実な印刷品質を実現 
従来の手法を改善し、さらにオリジナルに近い忠実な印刷品質を実現しました。 

ポストスクリプトプリンタ対応 
新たにポストスクリプトプリンタにも対応しました。プリンタドライバやネットワークなどの環境

に依存せず、接続形態に関係なく、ネットワークプリンタなど、ご利用のプリンタで目的に応じた

高品位な節約印刷を実現します。 

印刷履歴の保存と統計 
トナー・インク節約率、印刷枚数、日時、ドキュメント名、プリンタ名、部数、カラー/モノクロ、

両面、割り付け、用紙サイズ、印刷コスト節約額など 25 項目の印刷履歴を保存するようになりまし

た。また、「印刷履歴と統計」画面で、印刷結果や印刷コストの節約額などを確認できます。 
 

 
◆ WISE Print シリーズと主要機能◆ 

PC から出力するプリントコストの内、多くはインク/トナーに費やされます。インク/トナーの使用量

を制御して、最大で 75%節約できる WISE Print シリーズはオフィスの経費削減に直結し、2010 年 8 月

の出荷開始以来、好評を頂いております。 
製品には、小規模サイト向けスタンダード版、企業ユーザに必要な管理機能の他、印刷ログ集計とレポー

ト機能により、セキュリティ確保と印刷コストの「見える化」を実現するエンタープライズ版、プリン

トサーバ PC に導入するだけで登録されている共有プリンタでの節約を開始できるスタンダードプリン

トサーバ版の 3 つのラインアップがあり、以下の共通の印刷コスト削減機能を備えています。 
 
使って納得、様々な環境に対応する高性能な印刷品質 
・ 最大 75％のトナー/インクの節約を実現するトナー/インク節約機能 
・ 独自の手法によるオリジナルに忠実な印刷品質 
・ 高速処理 
・ プリンタドライバやネットワークに依存しないプリンタフリー 
・ 簡単操作、特別な操作なく全てのアプリケーションでトナー/インク節約が可能 

使ってうれしい便利機能 
・ モノクロ印刷、両面印刷※ 
・ 割り付け印刷（2 ページまたは 4 ページ）できる N アップ印刷機能<5.0 新機能> 
・ 透かし機能 
※プリンタの機種が両面印刷に対応している必要が場合あります。 
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自在に運用できるきめ細かな設定 
・ テキスト、グラフィクス、イメージのそれぞれに異なる節約率を設定可能<5.0 新機能> 
・ 設定内容保存と節約率のワンタッチ切り替え<5.0 新機能> 
・ 設定内容のデフォルト設定 
・ プリンタ毎に節約率を個別に設定<5.0 新機能> 
・ アプリケーション毎に節約率を個別に設定 
・ アプリケーション・プリンタ毎に除外と許可（節約する/しない）を設定可能 

その他の機能 
・ 設定内容のインポート/エクスポート 
・ 印刷履歴の保存と統計 
・ 利用前に最適な節約率や印刷品質を確認できる「印刷テスト」機能 
・ 64 ビット OS 対応 

 
WISE Print に関する詳細：http://www.air.co.jp/staticpages/index.php/wp   

※ 節約金額シミュレーションによる試算や評価版のダウンロードを実行していただけます。 
 

◆ WISE Print バージョン 5.0 の価格と出荷時期など ◆ 

販売開始： 2011 年 11 月 30 日 
出荷・評価版ダウンロード開始： 2011 年 11 月 30 日 
販売経路： 主に販売代理店経由 
販売価格：（すべて税別） 

製品名 標準価格 2 年目以降の年間 
サポートサービス価格 

●WISE Print Standard ライセンス   
5～50 ユーザライセンス単価 ¥6,500.- ¥850.- 
51～100 ユーザライセンス単価 ¥6,100.- ¥800.- 
101～500 ユーザライセンス単価 ¥5,750.- ¥750.- 
501～1,000 ユーザライセンス単価 ¥5,350.- ¥700.- 
   
●WISE Print Enterprise ライセンス   
5～50 ユーザライセンス単価 ¥6,800.- ¥1,130.- 
51～100 ユーザライセンス単価 ¥6,400.- ¥1,070.- 
101～500 ユーザライセンス単価 ¥6,000.- ¥1,000.- 
501～1,000 ユーザライセンス単価 ¥5,600.- ¥930.- 
   
●メディア   
メディアパック （CD-ROM、マニュアル） ¥5,000.- －  

 
※上記ユーザ数を超えるユーザライセンスパックの価格についてはお問い合せください。 

［年間サポートサービス］ 
◆購入初年度の年間サポートサービスはライセンス製品価格に含まれています。 
◆年間サポートサービスは、バージョンアップサービスとメール・FAX による技術的な質問受け付

http://www.air.co.jp/staticpages/index.php/wp
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けです。 
◆購入 2 年目以降は、年間サポートサービスの更新が可能です（有償）。 

 

◆ WISE Print バージョン 5.0 の動作環境 

●WISE Print Standard 
＜対応 OS＞  
Windows XP、Windows Vista、Windows 7 (すべて 32bit/64bit 両方に対応) 

●WISE Print Enterprise 
＜クライアント対応 OS＞  
Windows XP、Windows Vista、Windows 7 (すべて 32bit/64bit 両方に対応) 
＜サーバ対応 OS＞ 
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2003 /R2 、Windows Server 2008 /R2 
(すべて 32bit/64bit 両方に対応) 

 

◆エアーについて ◆ http://www.air.co.jp/  

メールアーカイブ「WISE Audit」などインターネット・イントラネット製品の開発・販売に携わって

きたエアーは、近年、このグリーン IT ソリューション「WISE Print」のほか、アプリケーション・デ

スクトップ仮想化ソフトウェア「Propalms TSE」「Propalms VDI Manager」、アプリケーション・ス

トリーミング・ソリューション「Application Jukebox」、仮想化環境における印刷問題解決ツール

「ScrewDrivers」など仮想化環境で役立つ製品の提供も開始しました。 今後も「いつの時代も、”い

ま、最も必要なソフトウェア”を提供する」ことを目指し、得意とするサーバコンピューティングの技

術力を核に、安全で快適な企業 IT 環境を構築するソリューションを提供していきます。 
 

◆WISE Print 製品に関するお問い合わせ◆ 

●製品に関するお問い合わせ 
株式会社エアー  インターネットソリューション事業部 
Email： isol-sales@air.co.jp 
電話： 03-3505-2001  

●本プレスリリースに関するお問い合わせ 
株式会社エアー 販売促進支援グループ 
Email：kikau-desk3@air.co.jp 
電話：03-3587-9221 

＊WISE Print は、株式会社エアーの登録商標です。 
＊文中に記載されている製品名及び会社名は、一般的に各社の商標または登録商標です。 
 

以上 

http://www.air.co.jp/

