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iPad、iPhone、iPod、および iPod touch は、米国および他の国における Apple Inc., の登録商標です。
AirPrint および AirPrint のロゴは、Apple Inc の商標です。



オフィス環境で以前より多くのモバイルデバイスが使用されていませんか ? ク
リック数のわずかな差で印刷のチャンスを逃していませんか ? 会社で iOS® デ
バイスを使用していませんか ? そのソリューションなら primos です。

primos を使用すると、iOS® やモバイル macOS® のあらゆるデバイスから直接
印刷できるようになります。primos は、画期的なハードウェアとソフトウェアが 1 
つのコンパクトなボックスに組み込まれ、特に複合ネットワーク環境のプロフェ
ッショナルな使用向けに設計されています。 

primos は印刷するのみでなく、ユーザ認証と言ったプロ向けの機能による 
AirPrint® の拡張、または Active Directory® に対応したユーザ権限の設定がで
きます。また、Secure AirPrint® による印刷ジョブの保護、Wide-Area AirPrint® 
によるサブネット間の印刷が可能です。   

他の特色： 
 クラウドなし
 別途アプリ不要
 ドイツ製

iOS から簡単にモバイル印刷 
// エンタープライズ AirPrint® サーバ 
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 あらゆる iOS® や macOS® 
 デバイスから高速でダイ
レクトに簡単印刷

 アプリのインストールが
不要

 スマートプリンタセット
アップ 
(プリンタの自動検索と

 セットアップ)
 ドライバのインストール
が不要

便利
 AirPrint® 認定
 すべてのデータがローカ
ルで処理 (クラウドなし)

 ユーザ認証
 Secure AirPrint® による
データの暗号化 

セキュア
 ユーザの集中管理
 Wide-Area Airprint® による
複合ネットワーク対応

 Microsoft® Active Directory®  
および openLDAP® に対応

 定期的なソフトウェアアップ 
デート

 世界的な技術サポート

プロフェッショナル
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すぐに実感できるメリット



• 55



問題
多くの iOS® ユーザがネットワークとプリンタ
に接続されています。そのため、「誰がどこか
ら印刷できるの ?」と疑問に思うほど、ユー
ザと印刷権限の管理がより複雑になってい
ます。

解決策
primos を Active Directory® に接続すると、
印刷を許可する対象者、印刷に使用する
対象のプリンタを決定できます。基本的に
は、Active Directory® のメンバーのみに印刷
が許可され、WLAN にアクセスできる非メン
バーは印刷が許可されません。より細やかに
制御する場合は、どの Active Directory® メン
バーに許可されるプリンタ (または許可され
ない) を設定できます。

AirPrint® 拡張
// Active Directory® 対応
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活用が期待できる領域： 
教育およびオフィス

話は変わりますが、openLDAP® または 
Apple® Open Directory をご使用ですか ? こ
れも問題ありません。primos はこうしたディ
レクトリサービスにも対応しています。ディ
レクトリサービスを使用していない場合で
も、primos でローカルユーザとグループを
設定できます。 



個別の 
ユーザ権限
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問題
オフィスや管理が必要な環境では、ネット
ワークはしばしば組織構造に合わせて構築
されます。つまり、各部署は独自のサブネッ
トで構成されています。ところが、AirPrint® 
は複数のサブネットをまたぐことができま
せん。

解決策
primos は、Wide-Area AirPrint® を有効に
します。 
この技術は、サブネットをまたいでiOS® デ
バイスから印刷することができます。iOS® 
デバイスが部署の WLAN (サブネット) に接
続されている場合でも、他のサブネットに
組み込まれたプリンタに出力できます。

AirPrint® 拡張
// Wide-Area AirPrint®

活用が期待できる領域： 
オフィス
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アクセスポイント

AirPrint® の利用

Wide-Area AirPrint® の利用

ルータ

部署のサブネット (境界) をまたぐ印刷
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問題
多くの企業にとってセキュリティは不可欠で
す。特にオフィスや管理が必要な環境では、
機密データはネットワーク上をセキュアに送
信できなければなりません。モバイル印刷で
は、iOS® デバイスからプリンタへのデータ送
信を保護する必要があります。

解決策
primos により、印刷データを簡単に暗号化
し、安全でセキュアに保護します。iOS® デバ
イスから primos への全体の転送には「Se-
cure AirPrint®」を使用します。設定は簡単で
す。チェックボックスを 1 つチェックするのみ
で Point-to-Point-Encryption (P2PE) による
完全なデータセキュリティが保証されます。
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AirPrint® 拡張
// Secure AirPrint™

活用が期待できる領域： 
小売業、オフィス

話は変わりますが、primos は、他の多くの
ソリューションと異なりクラウドを使用しま
せん。機密の印刷データは、常に会社のネッ
トワーク内に留まります。もちろん、primos 
は他の多くのセキュリティ機能と共に、広範
囲に対応するセキュリティパッケージも提
供します。
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会社内のスマートフォンやタブレットのユーザ数が増
加するのに伴い、透過性や制御およびセキュリティが
重要になってきました。primos のソフトウェアはこうし
た状況に特化して開発されています。

個別のニーズがありますか ? 当社にご相談ください。
当社の開発チームが、完璧なソリューションを確実にご
提案いたします。 

プロジェクトパートナーとしての SEH
// 企業の個別ソリューション



SEH はプロフェッショナルなネットワークソリューションを専門とする企
業です。30 年間以上の経験に基づき、あらゆるビジネス環境に応じた広
範囲なネットワーク印刷の専門技術と USB 仮想化ソリューションを提供
しています。

当社の製品はすべてドイツの Bielefeld の本部で開発、生産されていま
す。米国および英国の子会社、パートナー、ディストリビュータ、および販
売店の大規模なネットワークを通じて、世界中に製品を送り出していま
す。

当社は、公共団体、会社や企業、組織など幅広いお客様に支えられてい
ます。 

SEH について

総代理店 ユーエーシー株式会社 
〒140-0004 東京都品川区南品川 2-3-6 第7小池ビル6F

電話 03-5783-0052 
FAX 03-5783-0058 

Web http://www.uac.co.jp

SEHカスタマーサポートセンター 
電話 0570-02-3666 

メール support@seh-technology.jp 
Web http://www.primos.seh-technology.jp

SEH Computertechnik GmbH Germany (本社) 
Suedring 11  |  33647 Bielefeld  | Germany Phone 

+49 (0) 5 21 - 9 42 26-29  
Fax +49 (0) 5 21 - 9 42 26-99


