WebSAM PrintCenter V
ウェブサム プリントセンター ブイ

統合印刷管理ソフトウェア
ベンダ・機種を問わずプリンタ・複合機への
印刷運用を統合的に監視・制御し、
ドキュメントの効率的、かつ確実な
印刷出力を支援します。
適用効果
多機能で高信頼な印刷管理

印刷セキュリティ

大量の業務帳票印刷など、
確実な印刷出力を実現

印刷運用の統合管理

印刷出力時のユーザ名・日時・文書名等の履歴

印刷機器の消費電力、印刷枚数などの利用状況

するため、
プリンタ機器の障害監視、
印刷ジョブの

情報採取、透かし印刷機能、印刷イメージの証跡

と機器の状態、
トナー残量などの構成情報を自動的

監視制御などをはじめ、
クラウド環境にも対応した

保存といった、印刷物による情報漏えい対策を

に採取し、印刷運用負荷の軽減、
コスト削減する

各種印刷機能を提供します。システムに依存し

支援する機能や、重要文書等の不用意な印刷を

ための機器の再配置（余剰機器の撤去、複合機へ

ない汎用プリントサーバとして利用可能です。

抑止するための機能を提供します。

の集約などの印刷業務の見直し）
を支援します。

運用イメージ
業務システムからオフィス環境まで、
全ての印刷運用を統合管理
WebSAM PrintCenter Vは、プラットフォームや業務アプリケーション、プリンタ機種や運用環境に依存しない、全ての印刷運用を統合的に管理する共通
印刷管理基盤の中核として利用することができます。

レガシーシステム

オープンシステム

OA環境

（汎用機、オフコン、等）

（Windows、Linux、UNIX）

（PC、Tablet、
等）

継続的な情報管理で
印刷運用環境を改善

印刷管理基盤
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どこでも印刷
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PrintCenter V

マルチベンダプリンタ対応
プリンタメーカーやプリンタ機種を問わずに、統合的な印刷

印刷出力

スプール

本社・自席
会議資料を印刷

運用やプリンタ管理が可能です。

支社・会議室
プリンタに出力

移動

どこでも印刷

本社自席で印刷
（スプール保留）した資料を、
出張先の支社に行ってから任意のプリンタに
出力できます。

社内ネットワーク内であれば、
いつでもどこのプリンタにでも自
由に印刷出力することができます。

クラウド印刷
インターネットを介した印刷要求やプリンタ出力に対応します

共通印刷設定画面

ので、
クラウドシステムを利用した印刷運用も可能です。

印刷設定画面

スプール管理画面

機能
統合スプール管理
仮想プリンタドライバ、コマンド、API等の多様なインタフェー
スにより、OA環境から業務システムまで全ての印刷データを
プリンタ機種依存しない共通印刷設定画面により、
スプール後のジョブも印刷設定を変更可能です。

受け付け、統合的に出力管理できます。

印刷制御
受け付けたスプールに対して、出力プリンタ変更、印刷設定変

クラウドサービス

NECクラウドを利用した月額サービスとして
ご利用いただくこともできます。

更、排紙完了確認、再印刷、といった各種制御が可能です。

印刷セキュリティ

取引先等

本社

ユーザ別プリンタ利用制限、透かし / 地紋印刷、印刷履歴 /

NECクラウド

証跡保存、といった各種セキュリティ印刷機能を提供します。

業務システム
印
印刷データ

プリンタ監視管理機能
プリンタ機器の障害や消耗品残量の状況監視、機器毎の印刷

WebSAM
WebS
SA
AM
PrintCenter
PrintCe
ter V

業務担当者
務担当者

プリンタ

ルータ

枚数や稼 働時間の集計、ユーザ別の印刷履歴管理等、印刷
詳しくはお問い合わせください。

運用状況を可視化することで、管理業務を効率化します。

製品一覧

動作環境

製品名
WebSAM PrintCenter V
メディア
WebSAM PrintCenter V
Manager + Viewライセンス

機能概要

価格

インストールモジュールを収録した媒体

10,000円

印刷管理マネージャライセンス
（Viewライセンスを含む）

WebSAM PrintCenter V
スプールオプション

スプールサーバライセンス
（スプール管理運用時に必要）

WebSAM PrintCenter V
プリンタ監視ライセンス

監視プリンタライセンス
（スプール管理運用を行わない場合）

WebSAM PrintCenter V
スプールプリンタ接続ライセンス

監視プリンタ スプール接続ライセンス
（スプール管理運用を行う場合）

● 上記価格には保守料は含まれておりません。
● 上記価格は全て消費税抜きの価格です。
● その他オプション製品についてはお問い合わせください。

480,000円
690,000円
10,000円〜
30,000円〜

対応プラットフォーム

Manager
スプールオプション

管理コンソール（View）
クライアント

Windows Server 2016

○

○

Windows Server 2012

○

○

Windows Server 2012 R2

○

○

Windows Server 2008

○

○

Windows Server 2008 R2

○

○

Windows 10

−

○

Windows 8.1

−

○

Windows 7

−

○

● プリンタ利用状況･印刷履歴のレポート作成･グラフ表示をご利用の場合、
Microsoft Excelが必要です。
● 対応プラッ
トフォーム、
その他詳細については、
お問い合わせください。

WebSAMカタログ一覧
Management
このマークは ＮＥＣの定める環境配慮基準を満たした
商品に表示されるものです。
この基準の詳細はＮＥＣホームページをご覧ください。
https://jpn.nec.com/eco/ja/product/eco̲pro/

Automation
Monitoring

サービス管理 運用改善支援

ジョブ自動化 ソフトウェア配布

資産管理

印刷管理

統合監視

リモート操作

プラットフォーム管理

ネットワーク監視

ID管理

クラウド運用自動化

バックアップ

ストレージ監視

お問い合わせは、下記へ

NEC プラットフォームソリューション事業部
ソフトウェアお問い合わせ
TEL：03
（3798）7177
【受付時間】9：00〜12：00

13：00〜17：00 月曜日〜金曜日
（祝日・NEC所定の休日を除く）

https://jpn.nec.com/websam/printcenterv/
●本カタログ中のシステム名、製品名、会社名、
およびロゴは各社の商標または登録商標です。
●本カタログの内容は改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。
●本製品の輸出
（非居住者への役務提供等を含む）
に際しては、
外国為替及び外国貿易法等、
関連する輸出管理法令等をご確認の上、
必要な手続きをお取りください。
ご不明な場合、
または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、
お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。
●本カタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。
ご購入の際に消費税が付加されますのでご承知おき願います。

日本電気株式会社

〒108-8001

東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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