■基本構成と標準価格
品名

標準価格（税別）

【TASKGUARD ID Printing Basic Edition】
TASKGUARD ID Printing Basic Edition
TASKGUARDサーバ UPGRADE

¥980,000
¥1,520,000

カードリーダFeliCa/MIFARE

¥59,800

サーバログ収集及び認証印刷（150ライセンス込・150ライセンス制限）
Basic Edition から Enterprise Editionへのアップグレード
FeliCa/MIFARE（LAN 接続）※FeliCaとMIFAREの共用はできません。

カードリーダSSFC/FeliCa

¥107,000

SSFC/FeliCa共用（LAN 接続）

TASKGUARD ID Printing, Multiple Applications

¥108,000

TASKGUARD ID Printing 京セラミタ複合機連携オプション

●1年目より、保守料金（製品価格の15%）が必要になります。詳細は営業担当者にお確かめください。

品名

標準価格（税別）

【TASKGUARD ID Printing Enterprise Edition】
TASKGUARD ID Printing Enterprise Edition
カードリーダFeliCa/MIFARE

¥1,850,000
¥59,800
¥107,000

カードリーダSSFC/FeliCa

マルチベンダーセキュアプリントシステム

サーバログ収集及び認証印刷（別途ユーザライセンスが必要）
FeliCa/MIFARE（LAN 接続）※FeliCaとMIFAREの共用はできません。

ID Printing

SSFC/FeliCa共用（LAN 接続）

ユーザライセンス10

¥60,000

10ユーザパック

ユーザライセンス50

¥250,000

50ユーザパック

ユーザライセンス100

¥380,000

100ユーザパック

ユーザライセンス250

¥700,000

250ユーザパック

ユーザライセンス500

¥1,000,000

500ユーザパック

ユーザライセンス2000

¥2,000,000

2000ユーザパック

Active Directory連携オプション

¥890,000

Active Directoryとの連携・CSV/Active Directoryユーザインポート機能

TASKGUARD ID Printing, Multiple Applications

¥108,000

TASKGUARD ID Printing 京セラミタ複合機連携オプション

●1年目より、保守料金（製品価格の15%）が必要になります。詳細は営業担当者にお確かめください。

■商品構成例
構成

標準価格（税別）

数量

¥980,000

1

¥59,800

5

標準価格合計（税別）

【150ユーザ5プリンタ（FeliCa/MIFAREリーダ）での商品構成】
TASKGUARD ID Printing Basic Edition
カードリーダFelica/MIFARE

¥980,000
¥299,000
¥1,279,000

合計
構成

標準価格（税別）

数量

標準価格合計（税別）

TASKGUARD ID Printing Enterprise Edition

¥1,850,000

1

¥1,850,000

ユーザライセンス500

¥1,000,000

1

¥1,000,000

¥59,800

15

¥897,000

¥890,000

1

¥890,000

【500ユーザ15プリンタ（FeliCa/MIFAREリーダ）ActiveDirectory連携での商品構成】

カードリーダFeliCa/MIFARE
Active Directory連携オプション

¥4,637,000

合計

■TASKGUARD ID Printing 動作環境
【TASKGUARD ID Printing Enterprise Edition/Basic Edition サーバ】
OS

Microsoft WindowsServer2003 Standard Edition（日本語版）
Microsoft WindowsServer2008 Standard Edition※2009年 7月対応予定

CPU

Intel Xeon 2.33GHz相当以上を推奨

メモリ

3 GB 以上を推奨

ハードディスク

10GB 以上の空き容量を有するHDDを推奨
（スプール領域を除く）
※環境により前後します。

京セラミタジャパン／TASKGUARDカタログ／表面／改訂／初校

【クライアント】
OS

Microsoft Windows2000 Professional SP4（日本語版）
Microsoft WindowsXP Professional SP2（日本語版）
Microsoft WindowsVista Business（日本語版）

Java

Java 2 JRE 1.6

対応ブラウザ

Microsoft InternetExplorer 6.0SP2/7.0

京セラミタジャパンはSSFCアライアンスのステアリングパートナーです。
SSFCアライアンスとはオフィス環境のセキュリティ向上を目指して設立された団体です。

【印刷指示端末 /PC 端末】
Microsoft Windows2000 Professional SP4（日本語版）
Microsoft WindowsXP Professional SP2（日本語版）
OS
Microsoft WindowsVista
CPU

Intel Celeron 1GHz相当以上

メモリ

512MB以上

Java

Java 2 JRE 1.6

※環境により、プリンタドライバの一部機能に制限が出る場合があります。
※万が一サーバの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、間接の障害について当社は一
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。
※詳しい性能、仕様、制約、設置に関する詳細につきましては、
営業担当者にお問い合わせください。TASKGUARDは京セラミタ株式会社の登録商標です。
※Windowsは米国
MicrosoftCorporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※Felicaは、ソニー株式会社の登録商標で
す。
※MIFIREは、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。
※SSFCは大日本印刷株式会社の登録商標です。
※Java及びその他のJavaを含む商標は、米国Sun Mircosystems,Inc.の米国及びその他の国における商標または、
登録商標です。
※開発元：日本テクノ・ラボ株式会社※その他本カタログ記載の会社名および製品名・ロゴマークは、
各社の商標または登録商標です。
※製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがありますので、営業担
当者にお確かめ下さい。
※この印刷物に記載された価格には消費税が含まれていません。別途消費税を申し受けますの
でご了承下さい。
※価格およびサービス体系、その他詳しい内容につきましては、営業担当者におたずねください。
※本
資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。
※本製品の故障、誤作動やその他の不具合により生じ
た直接・間接の損害に関しては当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

高いセキュリティプリント環境の構築と、出力コストの削減を実現

Security
このカタログは 2009年 5月現在のものです。

CAT/15TBTW/858SGMC90

Multi Vender

Cost Cut

マルチベンダー
セキュアプリントシステム

ID Printing

運用イメージ

ユーザ情報収集・更新
TGサーバ

ユーザ認証

今お使いの出力環境そのままで、
高いセキュリティプリントと、コスト削減を実現。

① 印刷

ユーザ認証
（Active Directory）
サーバ

③ 印刷データ出力

② 出力指示

マルチベンダーに対応、さらにクライアントPC のプリンタドライバはそのまま利用可能。今お使いの

社員証

環境および使用感を変えることなく、容易に導入が可能です。

クライアントPC

また、高いセキュリティ性を持ちながら今お使いの環境を生かすことで、余分な導入費用を抑えること

プリンタ

カードリーダ

ができます。

1

Security

Multi Vender
■ 導入が容易

■ 認証出力による印刷抑制

■ 暗号化

■ 環境構築が簡単

■ ジョブ自動削除機能

■ ログ管理
京 セラミタ複 合 機・プリンタだけで

プリントジョブ の 自 動 削 除 機 能 や、

リティ印 刷 が できます。履 歴（ログ）

なく、他社製の複合機・プリンタにも

ジョブ管理機能により、無駄な印刷を

の管理により、出力状況や不正な印

対応できます。今お使いの出力機を

削減できます。プリントコストの削減

刷の確認ができます。

そのまま使うことができます。

につながります。

Story.2

>>>

Story.3

放置プリントが多くて

書類の覗き見

Story.4

出力の集中

3

システム導入

Story.6

セキュリティプリントシステム
を導入したいけど、いろんな
メーカーの出力機が混在して
いて導入が難しいな〜

4

グループ印刷機能

印刷履歴（ログ）の管理

Active Directoryに対応※2

PC

8
TG サーバ

暗号化

ユーザ情報収集・更新

社員証といったICカード内のIDmや、非
暗 号 化、暗 号 化 エリア※3 の情 報を元に
Active Directory 認証をすることがで
きます。
（MYFARE・Felica・SSFCに対応）

他社複合機

※2 オプション
※3 非暗号化・暗号化エリアへのアクセスは別途
カスタマイズが必要になる場合があります。

ユーザ認証
（Active Directory）

サーバ

プリンタドライバ共有に対応
クライアント／サーバ環境での
プリンタ共有に対応しています。
今、お使いのプリンタサーバを
そのまま使うことが可能で、セ
キュリティプリント環境へスムー
ズに移行できます。

京セラミタ
プリンタ

認証
TG サーバ

プリンタドライバ
クライアントPC

暗号化

Aプリンタ
TGサーバ

同一メーカー・モデルのプリ
ンタをグループとして登録す
ることにより、グループ内のど
のプリンタからでも出力が可
能です。1 台のプリンタにジョ
ブが集中せず、バランスよく
効率的な出力環境の構築がで
きます。

Bプリンタ

京セラミタ複合機の操作パネルを使った連携に対応
TASKGUARD Multiple Applicationsを複合機にインストール
することで、複合機の操 作パネルを利 用した連 携機能に対応し
ます。プリントだけ でなく、コピ ー、スキャン、FAX の 認 証 にも
対応します。複合機のログ取得など、セキュリティの強化にも効
果的です。

ICカード認証には、パネルPC
または認証制御BOXを選択できます
タッチパネル PC の場合は、IC
カード認 証 時に印 刷 するジョ
ブを選 択・削 除 することがで
きます。

カードリーダ

プリンタ
パネル PC

10

ユーザインポート機能で簡単登録
ユ ー ザ イン ポ ート機 能 によりCSV 形 式 で の
ユーザ情報の一括登録に対応しています。
面倒なユーザ登録作業を、簡単に行うことがで
きます。

TGサーバ

「いつ」
「だれが」
「何」を印刷
し た か、履 歴（ログ）の 保 存
により、出力状況や不正な印
刷の確認ができます。

印刷履歴

これらの放置プリント、
いったいだれが出力したんだ？

他社プリンタ

9

12
急ぎの出力なのに、
プリンタが使用中だ！

7

印刷ジョブ、サーバスプールジョブの
暗号化による情報漏えいを抑止
通信経路の暗号化により、セ
キュリティ性の高い印刷環境
の構築ができます。また、京セ
ラミタエコシスプリンタを使う
ことで、サーバとプリンタ間の
通信も、暗号化に対応します。
（一部オプション）

5
Story.5

京セラミタ
エコシスプリンタ

京セラミタ
複合機

スプール情報の「閲覧」
「削除」
「自動削除」をブラウザにて対応
クライアントPCから、WEBブ
ラウザ上で簡単に印刷ジョブの
確認や失敗した印刷の削除が
できます。また、長時間放置さ
れた印刷ジョブを自動削除する
といった設定も可能です。

ICカード

空いている
Bで出力OK！

あれ？
さっき出力したはずの
個人情報がない？ 大変だ！

6

※1 TCP/IPポートを使ったネットワーク
出力機に対応。

あれ？
この書類、人事情報だ。
のぞいてみよう…

自分の書類が分からないよ…

ing
int
Pr

マルチベンダー対応。他社製出力機にも対応できます。
京セラミタ複合機・プリンタ
だけでなく、他社製のネット
ワーク対応複合機・プリンタ
等にも対応します。※1

ID Printing で 解決 !!

書類の混在

ピッ!

使用中

京セラミタジャパン／TASKGUARDカタログ／中面／改訂／初校／再校

こんな課題はありませんか？
書類の紛失

2

■ ジョブ管理機能

個人認証印刷と暗号化によるセキュ

Story.1

ICカードを使用した認証により、本人の
書類だけを出力することで確実に出力紙
を手にすることが可能になりました。出力
紙の放置や混在を防ぎ、重要書類を覗き
見されるといった情報漏えいのリスクを
低減できます。

Cost Cut

■ 放置プリントの抑止

ICカード利用した確実なユーザ認証

11

柔軟なカスタマイズに対応
社員証／ ICカード、TypeB（e̲LWISE）
・HIDprox・HITAGといったカードや、
バイオメトリクス認証（静脈認証など）等、カスタマイズすることにより対応できます。

（対応機種）
TASKalfa 250ci / TASKalfa 300ci
TASKalfa 400ci / TASKalfa 500ci
KM-4050 / KM-5050
KM-2560 / KM-3060

