


事前にスマホにアプリを「にスマホにアプリを「スマホにアプリを「にスマホにアプリを「アプリを「を「Playストア」から
インストールしておきます。しておきます。

・かんたんネットプリント→ セブンイレブン

・ネットワークプリント→ ローソン・ファミリを「ーマート

画像のプリントのプリントプリを「ント 文書プリントプリを「ント

ファイルの種類の種類種類(拡張子) JPEG、PIN PDF

1ユーザー番号でで
登録できるファイル数できるファイル数ファイルの種類数

24ファイルの種類 1ファイルの種類

用紙のサイズの種類サイズ
L版/2L版　写真用紙のサイズ
L版/2L版　シールの種類紙のサイズ
A3、A4、B4、B5　普通紙のサイズ
A4光沢紙のサイズ

A3/A4/B5　普通紙のサイズ
A4　　　　 光沢紙のサイズ

利用できるファイル数ファイルの種類の種類種類(Googleドライブを使用の場合を使用の場合使用の種類場合)

Googleドライブを使用の場合 コンビニ マルの種類チコピー機

ネツトワークプリント

かんたんnetprint

ネツトワークプリント かんたんnetprint

ネットワークプリント
スマホがあれば、があれば、Googleドライブを使用の場合を使用の場合開いていて
Googleドライブを使用の場合から「ネットワークプリント」ネットワークプリント」
や「ネットワークプリント」かんたんネットプリント」にデータを送ってデータを送ってを使用の場合送ってって
複合機にデータを送って転送ってされます。PCが無くても、コンビくても、コンビ
ニで画像ややPDFの種類文書などを印刷できます。などを使用の場合印刷できます。できます。
もう、自宅には印刷機は不要かもしれません。にデータを送っては印刷機は不要かもしれません。印刷できます。機は印刷機は不要かもしれません。不要かもしれません。かもしれません。

スマホからコンビニで印刷するからコンビニで印刷するコンビニで印刷するで印刷する印刷するする

1
※文書などを印刷できます。等は、は印刷機は不要かもしれません。、PDFにデータを送って変換しておけば、印刷の失敗が少なくなります。しておけば、印刷できます。の種類失敗が少なくなります。が少なくなります。なくなります。



①Googleドライブを使用の場合にデータを送ってあ
るファイル数文書などを印刷できます。ファイルの種類(PDF)
で印刷できます。するファイル数ファイルの種類を使用の場合
選択します。します。

②右上のの種類3点リーダー　リーダー　
を使用の場合タを送ってップします。

③「ネットワークプリント」コピーを使用の場合送って信」を」を使用の場合
タを送ってップします。

④スマホがあれば、にデータを送って入っているっているファイル数
アプリが表示されますのされますの種類
で、「ネットワークプリント」ネットワークプリ
ント」を使用の場合選択します。します。

ネットワークプリント

⑤「ネットワークプリント」文書などを印刷できます。プリント」で
登録できるファイル数を使用の場合タを送ってップします。

⑥用紙のサイズサイズは印刷機は不要かもしれません。「ネットワークプリント」A
4」、「ネットワークプリント」用紙のサイズにデータを送って合わせて
印刷できます。」を使用の場合選択します。して下部のの種類
「ネットワークプリント」登録できるファイル数」を使用の場合タを送ってップしま
す。

登録できるファイル数

⑦これで「ネットワークプリント」登録できるファイル数完了」」
です。印刷できます。可まで少しまで少なくなります。し
時間がかかります。次がかかります。次
にデータを送って「ネットワークプリント」マイボックス」にデータを送って
移動します。します。

登録できるファイル数完了」

マイボックスへ

⑧登録できるファイル数するファイル数と最初は受最初は受は印刷機は不要かもしれません。受
付番号でがメールの種類で届きまきま
す。この種類ユーザー番号でを使用の場合
コンビニで入っている力すると印するファイル数と最初は受印
刷できます。できます。有効期限がが
ありますの種類でご注意くだ注意くだくだ
さい。

ユーザー番号で

ネットワークプリを「ントのプリント場合(ローソン・ファミリを「ーマート)
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かんたんネットプリを「ントのプリント場合(セブンイレブン)

①Googleドライブを使用の場合にデータを送ってあ
るファイル数文書などを印刷できます。ファイルの種類(PDF)
で印刷できます。するファイル数ファイルの種類を使用の場合
選択します。します。

②右上のの種類3点リーダー　リーダー　
を使用の場合タを送ってップします。

③「ネットワークプリント」コピーを使用の場合送って信」を」を使用の場合
タを送ってップします。

④スマホがあれば、にデータを送って入っているっているファイル数
アプリが表示されますのされますの種類
で、「ネットワークプリント」かんたんプリン
ト」を使用の場合選択します。します。

⑤プリント設定の画面の種類画面
が表示されますのされます。用紙のサイズ
サイズを使用の場合確認して、上して、上の
部の右の種類「ネットワークプリント」登録できるファイル数」を使用の場合タを送ってッ
プします。

⑥これでアップロード
されて「ネットワークプリント」かんたんネット
プリント」にデータを送って転送ってされま
す。「ネットワークプリント」閉じる」をタップじるファイル数」を使用の場合タを送ってップ
します。

⑦プリント予約番号でを使用の場合
セブを使用の場合ンイレブを使用の場合ンで入っている力すると印
するファイル数と最初は受印刷できます。できます。
カラー。白黒・両面印
刷できます。の種類設定の画面は印刷機は不要かもしれません。マルの種類チコ
ピー機で行います。います。

⑧印刷できます。の種類手順です。マルです。マルの種類
チコピー機にデータを送ってよつて若干
異なる場合があります。なるファイル数場合があります。

予約番号で
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①コンビニでの種類プリント操作は、すべてマルチは印刷機は不要かもしれません。、すべてマルの種類チ
コピー機の種類タを送ってッチパネルの種類で行います。います。

②「ネットワークプリント」ネットワークプリント」を使用の場合選択します。します。

③ユーザー番号ででログインするファイル数場合は印刷機は不要かもしれません。、この種類画
面から入っているります。

④ユーザー番号では印刷機は不要かもしれません。会員登録できるファイル数時や、ファイルの種類登録できるファイル数
時にデータを送って発行います。された番号でを使用の場合ご注意くだ確認して、上ください。

⑥選択します。したファイルの種類の種類「ネットワークプリント」カラーモード」「ネットワークプリント」両面
印刷できます。」を使用の場合確認して、上し「ネットワークプリント」部の数」を使用の場合セツトします。

⑤表示されますのされたリストから、印刷できます。したいファイルの種類
を使用の場合選択します。します。ファイルの種類は印刷機は不要かもしれません。複数選択します。するファイル数こと最初は受も
できます。

マルしておきます。チコピー機で印刷で印刷印刷(ローソン・ファミリを「ーマートのプリント場合)
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⑦両面印刷できます。では印刷機は不要かもしれません。、「ネットワークプリント」長辺とじ」と「短辺とじ」と最初は受じ」と最初は受「ネットワークプリント」短辺とじ」と「短辺とじ」と最初は受じ」
が選択します。します。

⑧枚数と最初は受金額を投入口に支払い、領収書の有無を使用の場合投入っている口に支払い、領収書の有無にデータを送って支払い、領収書の有無い、領収書などを印刷できます。の種類有無くても、コンビ
を使用の場合選択します。して「ネットワークプリント」スタを送ってート」を使用の場合押します。します。
マルの種類チコピー機から印刷できます。物が出て来ますのでおが出て来ますのでおて来ますのでおますの種類でお
受け取りください。りください。

いくら現金を使用の場合用意くだすれば良いかお悩みの方は、下記の料金表を参考にしてください。いかお悩みの方は、下記の料金表を参考にしてください。みの種類方は、下記の料金表を参考にしてください。は印刷機は不要かもしれません。、下記の料金表を参考にしてください。の種類料金表を使用の場合参考にしてください。にデータを送ってしてください。
料金は印刷機は不要かもしれません。各コンビニ共あまり変わりません。コンビニ共あまり変わりません。あまり変わりません。

サイズ ネットプリを「ント USBメモリを「・SDカード

白黒
A4・A3・B5・
B4

20円/枚 10円/枚

は印刷機は不要かもしれません。がき 20円/枚 20円/枚

カラー

A4・B5・B4 60円/枚 50円/枚

A3 100円/枚 80円/枚

は印刷機は不要かもしれません。がき 60円/枚 60円/枚

写真Lサイズ 30円/枚 30円/枚
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「ネットワークプリント」証明写真アプリ」 スマホからコンビニで印刷するからコンビニで印刷するコンビニで印刷するで印刷する印刷する

＋

1.証明写真を撮影するための注意事項を撮影するための注意事項する時の料金ためのプリント注意事項

①正面を使用の場合向いて撮影いて撮影
②6ヶ月以内月以内
③帽子を使用の場合被らないらない
④背景が無地が無くても、コンビ地
⑤輪郭が隠れないが隠れないれない

顔の位置の調整のプリント位置の調整のプリント調整
　・顔の上はの種類上のは印刷機は不要かもしれません。4mm程度をキープする。を使用の場合キープするファイル数。
　・顔の上はの種類下は印刷機は不要かもしれません。輪郭が隠れないの種類部の分からから7mmmm程度をキープする。を使用の場合キープするファイル数。

2.「証明写真を撮影するための注意事項アプリを「」のプリント特徴

①操作は、すべてマルチが簡単!
　シンプルの種類な画面と最初は受ボタを送ってンで分からかりやすい。
②複数人の写真を一枚に印刷可能の種類写真を使用の場合一枚にデータを送って印刷できます。可まで少し能
　撮った写真を使用の場合追加することで、一回の印刷で大きさにもよりますが最大するファイル数こと最初は受で、一回の印刷で大きさにもよりますが最大の種類印刷できます。で大きさにもよりますが最大きさにデータを送ってもよりますが最大きさにもよりますが最大
　4～6人の写真を一枚に印刷可能の種類印刷できます。が可まで少し能です。
③背景が無地を使用の場合無くても、コンビ地にデータを送って変えられるファイル数
　人の写真を一枚に印刷可能物が出て来ますのでおの種類美肌加することで、一回の印刷で大きさにもよりますが最大工と共に背景を無地に切り替えることができます。と最初は受共あまり変わりません。にデータを送って背景が無地を使用の場合無くても、コンビ地にデータを送って切り替えることができます。り替えることができます。えるファイル数こと最初は受ができます。
④白黒写真
　白黒写真も可まで少し能、厳密には後で白黒を選択します。にデータを送っては印刷機は不要かもしれません。後で白黒を選択します。で白黒を使用の場合選択します。します。

3.「証明写真を撮影するための注意事項」アプリを「のプリント使い方い方方

①「ネットワークプリント」写真を使用の場合準備しましま
しょう」と最初は受表示されますのされま
すの種類で「ネットワークプリント」カメラで写真
を使用の場合撮るファイル数」を使用の場合タを送ってップしま
す。

②カメラの種類切り替えることができます。り替えることができます。え(自撮り)を使用の場合タを送ってップ、自分から自身の上半身が入る位置を調整しの種類上の半身の上半身が入る位置を調整しが入っているるファイル数位置を調整しを使用の場合調整しし
シャッタを送ってーを使用の場合タを送ってップします。右下の種類✓を使用の場合タを送ってップ、この種類写真で良いかお悩みの方は、下記の料金表を参考にしてください。いですか「ネットワークプリント」は印刷機は不要かもしれません。
い」を使用の場合タを送ってップします。

③写真の種類サイズを使用の場合選択します。するファイル数画面が表示されますのされますの種類で
今回の印刷で大きさにもよりますが最大は印刷機は不要かもしれません。「ネットワークプリント」パスポート」サイズを使用の場合選択します。します。次にデータを送って
「ネットワークプリント」この種類サイズを使用の場合選択します。」を使用の場合タを送ってップします。

証明写真アプリ ネツトワークプリント かんたんnetprint
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④写真を使用の場合上の下左右にデータを送って動します。か
して位置を調整しを使用の場合修正します。
上の部のの種類顔の上は写真を使用の場合タを送ってップす
るファイル数と最初は受写真上のにデータを送ってガイド線がが
表示されますのされます。また、傾
きも自動します。調整ししてくれま
す。問題なければ右上のなければ右上のの種類
「ネットワークプリント」調整し終了」」を使用の場合タを送ってップし
ます。

⑤下部のの種類明るファイル数さやコント
ラストを使用の場合調整しして次にデータを送って
「ネットワークプリント」背景が無地色」をタップしま」を使用の場合タを送ってップしま
す。
色」をタップしまを使用の場合指定の画面
して「ネットワークプリント」OK」
を使用の場合タを送ってップ

明るファイル数さ・コントラスト

⑥背景が無地が無くても、コンビ地の種類青色」をタップしまにデータを送って
なりました。これで良いかお悩みの方は、下記の料金表を参考にしてください。
ければ右上のの種類「ネットワークプリント」は印刷機は不要かもしれません。い」
を使用の場合タを送ってップします。

⑦枚数や白黒などを使用の場合選択します。
するファイル数こと最初は受ができます。下
部のにデータを送っては印刷機は不要かもしれません。完成イメージが表イメージが表が表
示されますのされます。たの種類写真を使用の場合
追加することで、一回の印刷で大きさにもよりますが最大したい場合にデータを送っては印刷機は不要かもしれません。、右
上のの種類「ネットワークプリント」別の写真を追加すの種類写真を使用の場合追加することで、一回の印刷で大きさにもよりますが最大す
るファイル数」を使用の場合タを送ってップします。次
にデータを送って上の部のの種類「ネットワークプリント」次画面」を使用の場合
タを送ってップします。 次画面

別の写真を追加すの種類写真を使用の場合追加することで、一回の印刷で大きさにもよりますが最大するファイル数

⑧これで問題なければ右上のなけれ
ば、上の部の右の種類「ネットワークプリント」保存」」
を使用の場合タを送ってップします。

⑨Lサイズで印刷できます。するファイル数よ
うにデータを送ってと最初は受の種類メッセージが表が
表示されますのされます。以上ので
証明写真の種類準備しまが完了」
しました。

▼プリント写真にデータを送って入っているれるファイル数
枚数や複数人の写真を一枚に印刷可能の種類指定の画面がで
きます。

▼背景が無地の種類色」をタップしまは印刷機は不要かもしれません。好きな色をきな色」をタップしまを使用の場合
選べます。肌の種類調整しもし
てみましょう。

7mm



4.「ネットワークプリを「ント」で印刷証明写真を撮影するための注意事項を印刷する時の料金 「ネットワークプリント」ネットワークプリント」を使用の場合アプリ
で使う場合は印刷機は不要かもしれません。、事前に会員登録にデータを送って会員登録できるファイル数(無くても、コンビ
料)が必要かもしれません。です。

①アプリを使用の場合起動します。します。
次にデータを送って「ネットワークプリント」画像やを使用の場合登録できるファイル数するファイル数」
を使用の場合タを送ってップします。

②写真の種類一覧が表示さが表示されますのさ
れますの種類で印刷できます。したい
「ネットワークプリント」証明写真」を使用の場合タを送ってップ
します。

③画像やを使用の場合確認して、上して、下
部のの種類「ネットワークプリント」登録できるファイル数するファイル数」を使用の場合
タを送ってップします。

④登録できるファイル数が完了」しました。
下部のの種類「ネットワークプリント」マイボックス」
を使用の場合タを送ってップします。

⑤これで登録できるファイル数した写真を使用の場合確認して、上で
きます。画面上の部のにデータを送って表示されますのされて
いるファイル数ユーザー番号でを使用の場合ローソン・
ファミリーマートの種類マルの種類チコ
ピー機にデータを送って入っている力すると印するファイル数と最初は受「ネットワークプリント」証明写
真」が表示されますのされますの種類でタを送ってップ
するファイル数と最初は受印刷できます。するファイル数こと最初は受ができま
す。

印刷できます。するファイル数と最初は受きは印刷機は不要かもしれません。、必ずLサイズ
を使用の場合選択します。するファイル数ようにデータを送ってしてくださ
い。
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プリを「ント排出口
L版、2L版、スクェアサイズの種類シー
ルの種類紙のサイズ、写真用紙のサイズの種類排出て来ますのでお口に支払い、領収書の有無です。

コンビニにデータを送ってあるファイル数
マルの種類チプリンタを送ってー

A4、A3、B5などのプリント
排出口
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