EDPdriver EX QR

QRコード(R)
をプリント
できる

ドキュメント出力支援QRコード設定ソフトウェア
QRコード活用による紙文書の運用効率化ソリューションを提供します

EDPdriver EX QRではドキュメントフォーマットに応じたQRコード生成ルールの設定を
行い、EDPdriver EX QRドライバーを生成します。
EDPdriver EX QRドライバーでは印刷ドキュメントのテキスト情報を認識し、QRコード付き
でプリントします。
QRコード付き紙文書は富士ゼロックス（株）の「業務別らくらくスキャン」との連携も可能です。

QRコード付き書類を印刷
業務アプリケーション等からの印刷実行によって出力されたデータに対して、あらかじめ設定した情報に基づいて生成したQRコー
ドを付与し、印刷を行います。
例
文書名：請求書
社名：A社

EDPdriver EX QR
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印刷指示

請求書
A社 御中

QRコードを生成

QRコード付き書類を印刷
QRコード生成用の情報は任意の文字列または印刷データ中から範囲指定および開始キーワード/終了キーワード指定等により抽出します。

富士ゼロックス（株）製「業務別らくらくスキャン」と連携
QRコード付きの紙文書を富士ゼロックス（株）の「業務別らくらくスキャン」対応機種でスキャンすることでスキャンファイルの自動仕
分け保存が可能になります。
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認
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ファイルサーバー

富士ゼロックス（株）の「業務別らくらくスキャン」でQRコードを読み取り、QRコードの情報を元に、日付別や会社別など自動で仕分
けして電子保存ができます。
ファイルサーバー
例
文書名：請求書
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EDPdriver EX QRにて仕分け用QRコードを印刷物に付与することで、富士ゼロックス（株）の「業務別らくらくスキャン」と連携し、点
検業務の作業報告書や本社への日報など、日々提出される報告書を、日付別、提出元別に仕分けて確認することができます。
また、派遣業務などで発生する契約書を捺印後、案件や契約先ごとに仕分けて管理情報と紐付けることで、後工程で該当書類を
確認する必要のある業務の効率化を図ることができます。

■ 動作環境・必要条件 - ハードウェア環境
OS

Microsoft(R)
Microsoft(R)
Microsoft(R)
Microsoft(R)
Microsoft(R)
2GHz以上

CPU

Windows(R)
Windows(R)
Windows(R)
Windows(R)
Windows(R)

7 (32ビット) 日本語版
7 (64ビット) 日本語版
8.1 (64ビット) 日本語版
10 (32ビット) 日本語版
10 (64ビット) 日本語版

※使用するOS側の制限により必要なCPUが変更になる場合があります。

メモリ

2GB以上
※使用するOS側の制限により必要なメモリが増える場合があります。

HDD容量

1GB以上の空き
※使用するOS側の制限、または運用環境により必要なハードディスクの容量が変更になる場合があります。
※オリジナルデータ保存、ファイル保存、ログ機能を使用する場合、多くの空き容量が必要となります。

その他

富士ゼロックス（株）製プリンタ・複合機を推奨します。
※ご使用になる機種によっては一部機能が制限となります。
※”業務別らくらくスキャン”専用のQRコードの読み取りには、業務別らくらくスキャンキットを搭載した富士ゼロックス（株）製
複合機が必要です。

入力データ
文字コード

Windows(R) GDI描画命令（EMF形式）
Shift-JISコード、ASCIIコード

■ 価格表 - アプリケーションライセンス
ライセンス数

インストールライセンス

ドライバー配布ライセンス

標準価格 （税別）

5

1

1 ライセンスパッケージ

年間サポート料金 （税別）

50,000 円

5,000 円

※EDPdriver EX QR のライセンスには、 インストールライセンスとドライバー配布ライセンスがあります。
インストールライセンス・・・・・ EDPdriver EX QR を使用するライセンスです。
インストールするマシン （仮想環境のマシン含む） 1 台ごとに必要です。
ドライバー配布ライセンス・・・・ EDPdriver EX QR で作成したドライバーを使用するライセンスです。
ドライバーで印刷を行うマシン （仮想環境のマシン含む） 1 台ごとに必要です。
※年間サポート料金は購入より 1 年間は無償となります。
※本ソフトウェアの提供および販売は、 日本国内のみの適用とします。
※ライセンスは、 インストールする PC1 台ごとに必要です。
※インストールライセンスの適用範囲は、 同一法人内でのみ使用とします。
※アプリケーションライセンスを所有する法人が作成したプリンタードライバーは、 配布対象に制限はありません。
※上記ライセンスは、 富士ゼロックス （株） または富士ゼロックス各販売会社からの販売となります。

■ 価格表 - ドライバー配布ライセンス
ライセンス数

ドライバー配布ライセンス

追加ドライバー配布ライセンス 1
追加ドライバー配布ライセンス 5
追加ドライバー配布ライセンス 10
追加ドライバー配布ライセンス 20
追加ドライバー配布ライセンス 50
追加ドライバー配布ライセンス 100

1
5
10
20
50
100

標準価格 （税別）

年間サポート料金 （税別）

10,000 円
42,000 円
80,000 円
156,000 円
385,000 円
765,000 円

1,000 円
4,200 円
8,000 円
15,600 円
38,500 円
76,500 円

※年間サポート料金は購入より 1 年間は無償となります。
※アプリケーションライセンスを所有する法人が作成したプリンタードライバーは、 配布対象に制限はありません。
※追加ドライバー配布ライセンスは、 アプリケーションライセンスを購入したお客様のみ購入することができます。
※上記ライセンスは、 富士ゼロックス （株） または富士ゼロックス各販売会社からの販売となります。
※最新情報については、 弊社公式サイトをご覧ください。

EDPdriver は、 エイセル株式会社の登録商標です。
QR コードは、 株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
Microsoft および Windows、 Windows Server は、 米国 Microsoft Corporation の、 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他記載されている会社名 ・ 製品名は、 各社の登録商標または商標です。

- QRコード(R)をプリントできる EDPdriver EX QRのホームページはこちらから
製品紹介 > EDPdriver EX QR > 概要
https://www.acel.co.jp/product/key-office/edpdriver-ex-qr

■お問い合わせ先（販売元）

エイセル株式会社

■
■〒102-0083 東京都千代田区麹町3-1-1
■TEL：(03)3263-6421 FAX：(03)3263-6516
■E-Mail：info-edpdriverex@acel.co.jp
■URL：http://www.acel.co.jp/
■・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。
※この印刷物の内容は、2019年02月現在のものです。

