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HP PrintOS Mobile Application
移動中に印刷機 / プリンターのパフォーマンスを完全に把握して制御する
ことが可能

「PrintOS を使用すれば時間や場所を
問わないアクセスが可能になり、これ
まで以上にビジネスを詳細に把握でき
ます。当社では、PrintOS を活用して印
刷のパフォーマンスを向上させるととも
に、生産工程をきめ細かく監視するの
に最適なツールをオペレーターに提供し
ています。PrintOS は素晴らしいソリュー
ションです。」
- ProCo社生産責任者、Graeme Parry氏

接続したデバイスから、時間や場所を問わず印刷物の生
産工程を制御可能
今日のビジネスの世界は動きが速いため、印刷企業の経営者や生産管理者は、印刷工程の状
況をリアルタイムで把握して、問題、混乱、および機会に迅速に対応する必要があります。HP
PrintOS Mobile Application を使用すれば、生産フロア、建物内の別の場所、または地球の裏側
など、どこにいても常にビジネスの状況を把握し、重要な情報を手に入れることができます。
ビュー – ほぼリアルタイムのビューで HP の機器のステータス、印刷の量と進捗、サービスコー
ルなどを確認できます。
制御 – 印刷機 / プリンターのイベントに関する情報をほぼリアルタイムで取得し、チームと共
有することにより迅速な対応が可能になります。
改善 – 重要業績評価指標 (KPI) と履歴レポートに基づいて傾向を把握し、迅速かつ正確に意
思決定を行うことができます。また、パーソナライズされた推奨事項により、生産性向上の機
会を特定することが可能です。

HP PrintOS Mobile Applicationを使用すれば、
モバイルデバ
1
イス からHP PrintOSの特定の機能に直接アクセスし、HP
の印刷機やプリンターにいつでも接続できます。

1

HP PrintOS Mobile は、Android 4.0 以降、または iOS 8
以降を搭載するモバイルデバイスと互換性があり、
Android デバイスではウィジェットを使用できます。
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時間や場所を問わない情報の把握と制御が可能
パフォーマンスに関する有益な情報
PrintOS Mobile のメイン画面から、印刷工程やプリンター / 印刷機のパフォーマンスステータスのさ
まざまな側面をほぼリアルタイムで迅速に把握できます。また、クリック操作でいつでも詳細な情報
を取得し、チームメンバーとスナップショットを共有することが可能です。最新の情報が届けられる
ため、
迅速な対応で混乱の影響を抑えるとともに、
生産性を向上させ、
HP の機器を有効活用できます。
• Jobs today – 現在キューに登録されているジョブの数を確認できます。また、画面をクリックして
最近完了したジョブやこれから行われるジョブを確認することも可能です。
• Jobs today – 印刷工程のリアルタイムの進捗とパーソナライズされた 1 日の目標を比較した結果
の概要が示され、HP の機器のパフォーマンスをどこからでも追跡できます。また、PrintOS に接
続された HP のプリンターや印刷機それぞれのステータスを確認することも可能です。HP Latex プ
リンターと HP Indigo デジタル印刷機など、HP の複数の種類の機器を使用している場合は、各プ
リンターファミリのビューを簡単に切り替えられます。
• Weekly Print Beat – 1 週間の印刷機のパフォーマンスと稼働率の概要が KPI で表示されます。
• Service calls status view – オープンされているサービスコールと最近クローズされたサービスコー
ルを確認することにより、現在の印刷機またはプリンターの問題をすぐに把握できます。
HP PrintOS

• Personal Advisor – 新たに届いた Personal Advisor のメッセージを確認することにより、印刷物の
生産工程を大幅に改善するための措置を簡単に講じることができます。

Mobile Application は、企業が HP の印刷機やプリ
ンターの生産性を向上させ、生産工程を簡素化お
よび自動化するのに役立つアプリケーションを備
えた印刷生産用のオペレーティングシステムであ
る、
HP PrintOS に含まれています。
オープンでセキュ
アなクラウドベースの PrintOS プラットフォームに
は、時間や場所を問わずアクセスできます。

• レポート – Print Beat の履歴レポートとほぼリアルタイムのレポートが提供されます。これらのレ
ポートをクリック操作でドリルダウンすることにより、プリンター / 印刷機のパフォーマンスと稼働
率に関するデータの分析結果を確認できます。
• ライブチャット – 1 クリックで HP の担当者とのチャットを開始し、短時間で疑問を解消できます。
モバイル通知
設定に従って、モバイルデバイスに印刷機やプリンターのパフォーマンスに関するリアルタイムの通知
が届けられます。現在用意されている通知は以下のとおりですが、間もなく新たな通知が追加され
る予定です。
• Daily digest – HP の機器の前日のパフォーマンスに関する簡単なスナップショットが届きます。
• New Print Beat weekly score – 新しい Print Beat の週間スコアを確認できるようになったことを知
らせる通知が届きます。
• New Personal Advisor message – 新しい Personal Advisor のメッセージがあることを知らせる通
知が届きます。
• Service calls updates – 新しいサービスコールがオープンされたときとクローズされたときに通知
が届きます。
• PrintOS Box – 受信トレイに新しいフォルダーが作成されると通知が届きます。

サポート対象の印刷機ファミリ
以下の表に示すように、現在のところ一部のアプリケーション機能は特定の印刷機ファミリでのみご
利用いただけます。ただし、HP PrintOS Mobile Application は絶えず改善と拡張が行われており、頻
繁にアップデート版がリリースされているため、HP の営業担当者にお問い合わせのうえ、お使いの
HP 機器で使用可能な新機能をご確認ください。
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詳細情報
hp.com/go/printos

メールニュース配信登録
http://hp.com/go/getconnectedjp
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