
Cloud On-Demand Print®
移動先でのプリント出力を、もっと手軽に簡単に



移動先で文書をプリントしたいが、「データをUSBで持ち歩くのは紛失のリスクがある」
「そのつど、プリンタードライバーをPCにインストールするのは面倒」
こうした課題を、Cloud On-Demand Printが解決します。
PCやモバイル端末からインターネット上のクラウドサーバーに文書を登録し、
移動先の複合機からIDとパスワードを使用してオンデマンドでプリント。
データ紛失の心配や専用ドライバーも不要で、必要な文書が簡単かつセキュアにプリントできます。

ネット上のクラウドサービスを利用することで、
移動先の複合機からのプリントが可能になります。

主な特長

多様なクライアント端末からアップロード可能
Windows PCの場合はWebブラウザーあるいは専用ツールから、
iOS/Android™では専用アプリを利用して文書をアップロードでき
ます。プリンタードライバーのインストール・設定などは不要です。

小規模〜大規模事業所まで対応
最大3000台までの複合機を登録できます。利用可能なユーザー数
も最大30000人までと、グループから部門/事業所レベルまで柔軟
に対応します。

導入コストを抑えて保守・管理の負担を大幅削減
月額課金制でご利用いただけるクラウドサービスです。自社でサー
バーを用意する必要がなく、専任のシステム管理者も不要なので、導
入/運用時のコストを抑えることができます。

「クラウドID管理サービス」との連携で管理者の工数を大幅削減
Microsoft 365＊の利用や、Azure Active Directory を社内システム
として構築している場合は、ユーザーの一元管理が可能です。管理者
のユーザー管理工数を大幅に削減できます。
＊ マイクロソフト社提供の月額課金サービス。別途ご契約が必要です。

クラウドサービスと連携
他 社 の ク ラ ウ ド サ ー ビ ス、「Box®」、「OneDrive for Business」、

「SharePoint Online」とも連携できます。クラウドサービスに格納さ
れた文書を、Web UIから直接Cloud On-Demand Printへ転送でき、
オフィス、他事業所、外出先で、場所を問わないプリント環境を提供
します。 

1つのユーザーを複数人で使用できる「共用ユーザー」
「共用ユーザー」で管理者が通知するURLにアクセスすることで、登録
されていないユーザーも、文書のアップロード/プリントができます。
また、プリント予約番号を機器に入力するだけで、ファイルのプリントが簡
単にできます。

さまざまなセキュリティー対策
・文書のアップロード/プリント時の通信はSSLで暗号化
・ アップロードされた文書はプリントの有無にかかわらず指定した有効

期限で自動的に削除
・クラウドサーバーへのアクセスはユーザー IDとパスワードで管理
・文書に暗証番号をつけてアップロードが可能
・操作履歴の管理により、いつ誰がどの文書を操作したかの確認が可能

外出先でオフィス並みのプリント環境を実現。 
領収書精算も不要に
クラウドサーバーに登録した文書をnetprintに転送し、全国のセブン‐イ
レブン約21000店舗＊1に設置されたマルチコピー機からプリントできま
す。さらに、netprintからのプリント時は、法人単位でプリント料金の一括
後精算ができる「ネットプリントサービス for business afterpay＊2」を利
用できます。時間と場所を選ばずにビジネスが進められ、個人での支払
いや領収書精算の煩わしさも解消します。
※ Public Print（店舗サービス向け）にも連携できます。
※  netprintおよびPublic Printと連携する場合は、netprintおよびPublic Printの仕様・注意制限 

事項に準じます。
＊1: 2021年6月末現在。　＊2: 法人対象、有償サービス。別途ご契約が必要です。
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クラウドサービス連携
他社クラウドサービスに格納された文
書を転送しプリントできます。

PC、モバイル端末から容易にデータ登録
プリントしたい文書を PC/ スマートフォン / タ
ブレットなどからインターネット経由でクラウ
ドサーバーにアップロードします。

移動先で、セキュアにデータをプリント
複 合 機 から、ID および パ スワードで
クラウドサーバーにログインし、登録した
文書をプリントします。

セブン－イレブンでデータをプリント
クラウドサーバーに登録した文書を netprint
に転送することで、全国のセブン－イレブン
でプリントできます。プリント料金の「法人
一括後清算」も可能です。

他事業所
ホテル / 図書館 /インターネットカフェ
などの印刷スポット
※ Public Printへの転送、プリントが可能。

いつ誰がどの文書をアップ
ロード / プリントしたか、など
の操作履歴が把握できます。
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ネット上のクラウドサービスを利用することで、
移動先の複合機からのプリントが可能になります。
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「OneDrive for Business」に連携
「OneDrive for Business」に格納した
文書もドライバーレスで
出力できます。
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・現場がLAN環境になくても、インターネットに 
接続できればプリント環境の構築が容易。

・サテライトオフィスや現場事務所が増えても、 
複合機を出力機として設定すれば、 
PCやモバイル端末からプリントできます。

たとえば会議後のホワイトボードを
スマホで撮影し、クラウドサーバーにアップ。
出力機として設定した複合機から
簡単にプリントできます。

・所属する会社が違うのでメンバーが共有できる
・LAN環境がなく、 必要な資料や会議後の
・修正文書がすぐにプリントできない…。
・派遣社員や業務委託のメンバーなど多様な
・人材で構成されているため、入れ替えが多く、
・ユーザー管理をするのは面倒…。

・会社ごとに異なるLAN環境の壁を超え、 
共通のプリント環境が容易に構築できます。

・適切なアクセス権の設定で 
セキュリティーの確保された出力環境が共有できます。

・Microsoft 365を導入していれば、 
Azure Active Directory をID管理システムとして活用できます。 
インターネット環境があれば、 
プリント環境と共にユーザーの一元管理が可能です。 
管理者のユーザー管理工数を大幅に削減できます。

事前に文書を登録し、到着後に現地でプリント出力できます。自社の別拠点で

複合機をメンバー共有の出力機として設定し、使用できます。企業間プロジェクトで

・到着したら現地の複合機からすぐに文書をプリントアウト。 
USBを介してプリントしてもらう必要がありません。

・文書が大量にある場合、「共有」設定にしておけば、 
到着前に現地でプリントしてもらうことができます。

・移動中に修正した文書を再度クラウドサーバーに登録すれば 
最新の状態でプリントできます。

・出張先でも、最寄のセブン－イレブンで必要な書類をプリント
できます。

導入前 導入後
・プリントした資料を持参すると荷物になる…。
・途中で修正個所に気づいても手直しできない…。
・USBに保存した文書を移動先でプリント
・してもらうのは面倒…。
・USBは紛失したら大変！

LAN 環境のない現場で モバイル端末で撮影した写真も

＊別途「ネットプリントサービス for business afterpay」をご契約（有償）いた
だければ、個人でのプリント料金の支払いや領収書清算が不要になります。

導入前 導入後



お問い合わせは

0120-27-4100
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時〜
12時、13時〜17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用
いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場
合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対
応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

Cloud On-Demand Printの主な仕様と機能
主な仕様・機能
項目 内容
ユーザー数 10 〜 30000ユーザー （弊社との契約内容によって異なります。）
共用ユーザー数 10 〜 20ユーザー（弊社との契約内容によって異なります。）
登録できるファイル数 200 〜 600000ファイル（弊社との契約内容によって異なります。）
認証管理 管理者によるユーザー登録
認証方法 ID、パスワードによるユーザー認証

アップロード
文書保持期間

テナント
初期値：アップロードから24時間 
設定できる有効期限：1時間、2時間、3時間、6時間、12時間、1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日（テ
ナント毎に変更が可能）

netprint
netprintのユーザーを指定しない場合： 
Cloud On-Demand Printからファイルを転送した翌日の23時59分まで 
netprintのユーザーを指定する場合：netprintの仕様に依存します

Public Print Cloud On-Demand Printからファイル転送後25時間

アップロードできる
ファイル

Wordファイル（doc、docx） 
リッチテキストファイル（rtf） 
Excelファイル（xls、xlsx） 
PowerPointファイル（ppt、pptx） 
DocuWorksファイル（xdw、xbd）＊1

PDFファイル（pdf）＊2 

XPSファイル（xps）＊3 

OpenXPSファイル（oxps）＊3   
JPEGファイル（jpg、jpeg、jpe） 
TIFFファイル（tif、tiff） 
PNGファイル（png） 
webページ＊4

  

原稿文書サイズ 100 MB
netprintおよびPublic Printへ
転送できるファイルサイズ 10 MB（最大99ページ）

原稿文書用紙サイズ A1 〜 B7
登録複合機台数 最大3000台
通信経路の暗号方式 SSL通信（SSL 3.0はご利用できません。）
連携するクラウドID管理サービス Azure Active Directory
連携するクラウドサービス Box®、OneDrive for Business、SharePoint Online 
言語＊5 日本語、 英語、 繁体字中国語、 韓国語、 タイ語、 ベトナム語
ファイルの公開範囲 個人、 共有

※PC上やiOS / Android™端末上での表示と、実際のプリント結果とが異なる場合があります。
※netprintおよびPublic Printと連携する場合は、netprintおよびPublic Printの仕様・注意制限事項に準じます。
＊1：ファイルに特殊な文字（外字や特殊文字など）が含まれていると、PC上やiOS / Android™端末上での表示と、実際のプリント結果とが異なる場
合があります。　＊2：ファイルにフォントが埋め込まれていないと、PC上やiOS / Android™端末上での表示と、実際のプリント結果とが異なる場合
があります。　＊3：XPSは、「XML Paper Specification」の略です。　＊4：iOS / Android™端末でアップロードできます。　＊5：複合機の言語は、日本
語と英語を切り替えて表示します。

Webブラウザー動作環境
Windows OS環境
項目 内容

対応OS Windows 10 （32ビット/64ビット） 
Windows 8.1 Update （32ビット/64ビット）

Webブラウザー

Internet Explorer 11
Microsoft Edge 86以降
Mozilla Firefox ESR 78
Mozilla Firefox 82以降
Google Chrome™ 87以降

対応言語＊1 日本語、 英語、 繁体字中国語、 韓国語、 タイ語、 ベトナム語
＊1：ログイン画面の下部にある［Language］で選択した言語で表示します。［Simplified Chinese/簡体］を選択した場合は、英語で表示します。
共用ユーザーの場合は、共用ユーザーのログイン画面の［言語（Language）］で選択した言語で表示します。

Mac OS環境
項目 内容

対応OS

macOS 11.0 Big Sur
macOS 10.15 Catalina
macOS 10.14 Mojave
macOS 10.13 High Sierra
macOS 10.12 Sierra

Webブラウザー Apple Safari 14 / 13 / 12 / 11 / 10
対応言語＊1 日本語、 英語、 繁体字中国語、 韓国語、 タイ語、 ベトナム語
＊1：ログイン画面の下部にある［Language］で選択した言語で表示します。［Simplified Chinese/簡体］を選択した場合は、英語で表示します。
共用ユーザーの場合は、共用ユーザーのログイン画面の［言語（Language）］で選択した言語で表示します。

Linux®環境
項目 内容

対応OS
Ubuntu® 18.04 LTS （64ビット） 
CentOS 6.9 （32ビット）
CentOS 7.3 （64ビット）

Webブラウザー Mozilla Firefox ESR 60
Mozilla Firefox 62以降

対応言語＊1 日本語、 英語、 繁体字中国語、 韓国語、 タイ語、 ベトナム語
＊1：ログイン画w面の下部にある［Language］で選択した言語で表示します。［Simplified Chinese/簡体］を選択した場合は、英語で表示しま
す。共用ユーザーの場合は、共用ユーザーのログイン画面の［言語（Language）］で選択した言語で表示します。

Windows用プリントツール動作環境
項目 内容

対応OS Windows 10 （32ビット/64ビット） 
Windows 8.1 Update （32ビット/64ビット）

CPU 各OSの推奨値に準拠
ハードディスク容量 300 MB以上の空き容量＊1

メモリー容量 各OSの推奨値に準拠
ディスプレイ 各OSの推奨値に準拠＊2

必要なソフトウェア

Microsoft .NET Framework 4.7.2 / 4.7
Microsoft .NET Framework 4.8 
Microsoft .NET Framework 4.6.2 / 4.6.1 / 4.6 
Microsoft Outlook 2016＊3  
Microsoft Outlook 2013＊3  
Microsoft Outlook 2010＊3  
Windows ストアアプリの「メール」＊3  
Gmail™＊3  
Mozilla Thunderbird＊3

対応言語＊4 日本語、 英語、 繁体字中国語、 韓国語、 タイ語、 ベトナム語
＊1：Microsoft .NET Frameworkをインストールしていない場合は、さらに280MB 〜 2GBの空き容量が必要です。 ＊2：最小解像度はXGA

（1024×768ピクセル）以上。　＊3：ファイルのアップロード完了メッセージをメールで送る場合に必要です。　＊4：OSの言語が日本語、
英語、繁体字中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語の場合、OSと同じ言語で表示します。それ以外の言語の場合は、英語で表示します。

専用モバイルアプリケーション動作環境
iOS環境
項目 内容

対応OS iPadOS 14 / 13
iOS 14 / 13

対応言語＊1 日本語、 英語、 繁体字中国語、 韓国語、 タイ語、 ベトナム語
＊1：OSの言語が日本語、英語、繁体字中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語の場合、OSと同じ言語で表示します。それ以外の言語の場合は、英語
で表示します。

Android™環境
項目 内容
対応OS Android™ 11.0 / 10.0 / 9.0 / 8.0 / 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.1 / 5.0 / 4.4
対応言語＊1 日本語、 英語、 繁体字中国語、 韓国語、 タイ語、 ベトナム語
※アプリケーションは、動作環境を満たす機種全てについては動作確認をしていません。
＊1：OSの言語が日本語、英語、繁体字中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語の場合、OSと同じ言語で表示します。それ以外の言語の場合は、英語で表示し
ます。

Cloud On-Demand Print の動作環境などの最新情報については当社の公式サイトをご覧ください。

more info  fujifilm.com/fb/product/software/cloud_ondemand_print

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2021年10月現在のものです。　DGE-1409 2104-1

●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。●FUJIFILM、およびFUJIFILM ロゴは、富士フイルム株式会社の登録商
標または商標です。●Cloud On-Demand Print、netprint、Public Print、DocuWorksは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標また
は商標です。●Microsoft、Windows、Azure, Active Directory, Excel、PowerPoint、Internet Explorerは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国お
よびその他の国における登録商標です。  ●その他の社名または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。 


