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印刷およびエンコード
ソリューション



シンプル信頼性費用対効果 
Genuine HID® コミットメントによる裏付け。 

多様性と簡易性の融合 
強化された次世代の HID Global 
FARGO® Direct-to-Card (DTC®) プリンタはこれま
でになく使いやすく、信頼性があり、費用対効果があ
り、HID Global に期待されている多くの優れた機能や
優れたサポートを提供しています。 
当社の幅広い安全な発行製品は、プラグ・アンド・プレ
イのエントリーレベルのプリンタから、業界で最も高度
なプリントおよびエンコードソリューションにわたるす
べてを網羅しており、最高レベルの ID セキュリティを
可能にします。必要なときに必要な場所で、信じられな
いほど最高品質のカードおよび資格情報をプリントで
きます。 

価値のある選択 
HID Global から購入する場合、安心して選択すること
ができます。すでに何万もの FARGO DTC プリンタ
システムを世界中に導入している HID Global は、現
在利用可能な信頼でき、完全に相互運用可能で、安全
な印刷およびエンコードのソリューションの幅広いポ
ートフォリオを提供しています。さらに、HID Global の 
FARGO ソリューションは IS0:9001 認証済の施設で
設計および製造され、グローバルな製品保証、継続的
なプリンタ正常性監視、優れたテクニカルサポートに
よって、裏付けされています。これが Genuine HID® の
お客様に対するコミットメントであり、最高品質の製品
とサービスを常にご利用いただける理由です。保証さ
れている 



非常に簡単なプラグ・アンド・プ
レイのソリューション

FARGO® C50 Direct-to-Card (DTC®) 
プリンタは最高にシンプルです。  
実質的なプラグ・アンド・プレイ設計の C50 
は箱から取り出してから数分でフルカラー
の、個人化されたカードをプリントできます。 

プリンタに内蔵された Swift ID™ バッジソ
フトウェアは追加のカードデザインプログ
ラムをインストールする必要をなくしている
ので、箱から取り出してすぐにプリンタを使
用できます。 

C50

簡単で、信頼性があり、費用対効果の高い写真 ID 
カードの個人化
お手頃な価格で HID Global の信頼のおける最高品
質をご活用ください。 HID Global の FARGO® C50 
エントリーレベルプリンタは箱から出したらすぐに使え
るように設計されているので、 いつでも、どこでも 必要
なときに、数分で信じられないくらい簡単に個人化され
たカードを作成できます。美しい、コンパクトなデザイ
ンの C50 はほとんどメンテナンスの必要がなく、オフ
ィスのわずかなスペースに簡単にフィットして、以下を
可能にします： 

�� 高品質な、視覚的に豊かな ID バッチを 
 オンデマンドで作成。  HID Global の内蔵  
 Swift ID™ バッジアプリケーションにより、 
 ほとんどだれでも自分自身の資格情報を数秒で 
 作成できます。追加のソフトウェアをインストール 
 する必要はなく、従業員やビジター ID の作成を 
 アウトソーシングする費用は不要になります。

 

 � IT サポートを必要とせずにプリンタを簡単に 
 メンテナンスできます。効率性を考慮して設計され 
 た C50 のオールインワンプリンタリボンおよびカ 
 ードクリーニングカートリッジは、必要なときにユ 
 ーザーが数分で交換して再装填可能です。さらに、  
 直観的な FARGO Workbench™ ユーティリティ 
 は自動的にプリンターの正常性を監視するので、 
 いつ定期メンテナンスが必要かが一目でわかります。

 � Genuine HID プレミアプリンタを、購入しやすい価
格で入手しましょう。HID Global の C50  
 プリンタ製品は、あらゆる規模の企業が、 
 予算に関わりなく美しい ID 資格情報を 
 作成できるように価格設定されています。業界最高 
 の保証および優れたカスタマーサービスに裏付け 
 られているので、プリントに心配は不要です。



FARGO DTC1250e および DTC1500 は、経
済的で、高品質な、セキュリティ証明書を迅速に
必要としている組織に理想的なソリューションで
す。高容量の用途には、DTC1500 向けに特別に
設計されたコスト効率の良い高性能の消耗品を
活用してください。 

成長を続ける御社事業向けの堅
固なソリューション。

DTC1250e

DTC Wi-Fi® アクセサリを使用して、
鮮やかな、フルカラー ID およびテクノロジー
カードを、必要なときに
必要な場所でプリントします。

最高品質の資格情報を作成する�
便利で柔軟なオプション
高い費用を支払わずに、さらなる柔軟性やセキュリテ
ィをお求めの場合は、HID Global は 2 つのソリュー
ションをご用意しています：クラス最速のプリンタであ
る FARGO DTC1250e は、同等のプリンタと比較し
て 50% 以上豊かな視覚のフルカラーの資格情報を
短時間で発行できます。FARGO DTC1500 は、利便
性と高性能を備えながら安価な消耗品、さらに包括的
な機能と、革新的で、実装が簡単なセキュリティ要素を
提供します。

手頃な価格で最大レベルの効率とデータ保護を実
現。DTC1250e または DTC1500 では、以下が可能
です:

�� 高度に個人化された視覚的に豊かな ID カードを 
 自由に設計。個人 ID の製造に伴って生じるアウト 
 ソーシングニーズを削減することで、時間と費用を 
 節約できます。両方のプリンタには、HID Global  
 の内蔵 Swift ID™ バッジソフトウェアが搭載され 
 ているので、カラーでの資格情報を迅速かつ安価 
 に作成できます。更なるセキュリティのために、 
 DTC1500 はカスタム透かしオーバーレイ機能を 
 備えており、企業がホログラムラミネートや 
 フォイルカードへの追加投資をせずに、著しく 
 カードセキュリティを向上するコスト効率の 
 良い方法を提供します。さらに、HID Global の  
 Asure ID® カードの個人化ソフトウェアも 
 利用可能で、仕様により、例えばバーコードや 
 企業ロゴなどとともに、より個人化されたカードを 
 設計し発行する優れた柔軟性を提供します。

�� 物理的アクセス認証情報を、単一のシームレスなス�
� テップでプリント及びエンコードを行います。  
 HID Global OMNIKEY ® 内蔵エンコーダをお持 
 ちの FARGO プリンタと一緒に使用して、ID カー 
 ドを、同じ発行プロセスで同じデバイスを使用し 
 て、個人化とエンコードの両方をできます。カード 
 は、固有の企業情報または従業員の情報を組み込 
 むことができ、世界のいたるところで多様な物理的 
 アクセス制御システムで動作するように、プログラ 
 ムできます。 単一のシームレスなステップで、発注、 
 在庫管理、発行プロセスを合理化できる一方で、所 
 属する組織に対する最大の管理、柔軟性、セキュリ 
 ティを提供できます。

�� いつでも、どこでも印刷 - 遠隔地からでも。現在の 
 消費者は、利便性と柔軟性に価値を置いており、 
 必要なときと場所に製品およびサービスを受ける 
 ことを期待しています。HID Global の新たに強化 
 された、Wi-Fi®- 対応プリンタは ID またはメンバ 
 ーシップカードをどこからでも、いつでも作成や製 
 造することで御社の競争力を維持します。

DTC1500



プロフェッショナルグレードのソリュ
ーション最大レベルのセキュリティ
と向上された耐久性を提供します。

DTC5500LMX

DTC4500e

DTC4250e

3 種類のプリンタには、すべてユーザーフレン
ドリーなインターフェースを備えた高解像度の
グラフィック SmartScreen™ ディスプレイが
搭載されていて、プリントプロセス全体を管理
できます。

FARGO® DTC4250e および DTC4500e 
Direct-to-Card プリンタ/エンコーダは、 優れた
従業員向けアクセスカード、メンバーシップカード、
ロイヤリティまたは写真付き ID カードの作成手段
を求めている中規模企業に最適です。耐久性を備
えたスタイリッシュな FARGO® DTC5500LMX オ
ールインワン Direct-to-Card プリントおよび無駄
のないラミネーションソリューションは、中規模から
大規模企業に最適で、信頼性のある、 高容量で、高
品質な ID およびカードを、カードあたり非常に低
い費用で作成できます。 3 種類のプリンタはすべて
モジュール式の 拡張可能な設計なので、装置のア
ップグレードや高レベルのセキュリティ機能への移
行や機能拡張が簡単にできます。

コスト効率の良い�セキュアで耐久性を備えたカー
ドおよび個人化された�資格情報の大量発行
毎日のセキュアなプリントの需要に耐える信頼のお
ける、長期的なソリューションを求めている中規模
や大規模の企業、学校、政府機関向けに設計され
た、HID Global のプロフェッショナル向け製品ライ
ンは大量の非常に耐久性のある資格情報を迅速か
つ簡単に製造できます。DTC4250e、4500e または 
DTC5500LMX では、以下が可能です:

�� セキュア ID の偽造対策  
 HID Global の DTC4250e、DTC4500e および  
 DTC5500LMX は追加のセキュリティ機能が搭載 
 されているので、プリントした資格情報は簡単に複 
 製されません。それらは パスワード 保護およびプ 
 リンタで直接行うデータ暗号化、ビジターおよび従 
 業員用の異なるカードタイプを管理するオプション 
 のロック付きカードホッパー、さらにスポットカラー 
 のマッチを手助けする Color Assist™ ソフトウェ 
 アが含まれ、 企業ロゴや従業員の写真などの複雑 
 なグラフィックの正確な複製を可能にします。

�� 現在または将来のセキュリティニーズを満たす 
 オプションのアップグレードを選択  
 柔軟で拡張可能な HID Global のプロフェッショ 
 ナルグレードプリンタはモジュール式デザインなの 
 で、組織の特定のニーズに応じていつでも簡単に 
 アップグレード可能です。バーコードや電子署名な 
 どの追加の企業や従業員固有の情報をカードの背 
 面に印刷するには、両面プリントモジュールを選択 
 します。ホログラムまたは蛍光 (UV) オーバーラミ 
 ネーションは、向上されたカードのセキュリティと 

 耐久性によりコスト効率の良い、ダイナミックな手 
 段を提供します。追加オプションにはWi-Fi® アクセ 
 サリがあり、それにより任意のセキュアなワイヤレ 
 ス ネットワークからのプリントが可能になります。さ 
 らに埋め込みiCLASS SE® エンコーダもありセキ 
 ュアなアクセス制御や支払い用スマートカードを最 
 初から最後まで作成、エンコード、管理することが 
 可能になります。 

�� わずかな費用で耐久性の高いカードを入手する�
� 予算の厳しい組織のニーズに対応するように設計 
 された DTC5500LMX には、標準のデュアルカー 
 ドホッパー付きで、高い生産性、フルカラーリボン、 
 ラミネート消耗品をサポートしており、コストを最小 
 限に抑えながら生産性を最大化します。さらに大き 
 な節減のために、両面プリントと両面ラミネーショ 
 ンも標準装備されています。 HID Global の革新的 
 な 無駄のないラミネーションテクノロジーを活用 
 する DTC5500LMX は高容量のラミネート材料費 
 を最大 50% 削減します。
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信頼できる安全発行ソリューション
Genuine HID の保証された、相互利用可能なソリュー
ションからソリューション実装、メンテナンス、トレーニ
ング向けの専門的なサービスまで、HID Global はす
べてを網羅しています。 

何万台もの DTC プリンタが世界で使用されている 
HID Global の FARGO® ソリューションは、 
Asure ID® カードの個人化ソフトウェア、EasyLobby® 
安全な訪問者管理ソリューション、または埋め込みエ
ンコーダなどの、HID 安全 ID エコシステム内の他の
製品と完全に相互利用可能であり、御社の事業に固
有のカスタムデザインのスマートカードを作成できま
す。Genuine HID 保証により裏付けされているので、
御社の従業員、訪問者、施設、データが常に保護されて
いるという安心感を得ることができます。

安全発行ソリューション用の HID Professional  
Services™ は、プロジェクト計画および管理を、開始か
ら終了まで支援できます。このコンサルティングアプロ
ーチにより、技術の複雑性やリスクを事前に特定でき
ます。最適な統合手段を特定し、オプションを提供し、
適切なソリューションを採用して成功を確実にします。 
HID Professional Servicesは手頃な価格で、高価値
の展開支援サービスを提供し、これによって、設置から
徹底した操作トレーニングにわたるお客様のご満足を
確実にします。

保証されたソリューションプロフ
ェッショナルサービスにより。

当社の HID Professional Services Packages のい
ずれかを活用することで、専任の HID Professional 
Services チームメンバーからの個人化したサービス
を受けることができます。プロフェッショナルサービス
チームメンバーはお客様と協働して、ベストプラクティ
スでの展開を保証し、御社チームにトレーニングを提供
して、発行プロセスを効果的に管理し安全発行ソリュー
ションを最大限に活用できるようにします。 

展開のタイプ、規模、複雑性に応じて、Genuine HID 
Investment Protection Service パッケージは御社
に、定期的メンテナンスの更新、機能アップグレードを
提供し、御社のプリンタの性能を最大にアップグレード
し、御社の投資が将来まで長期間保護されることを確
実にします。

HID Professional Services™ は、その他の 
Genuine HID® 製品およびソリューションと共
に、HID Advantage Partner™ ネットワークを
通して販売および納入されます。当社の目標は、
ソリューション一式を納入し、 そのソリューション
がベストプラクティスに従って完全に機能し、 
展開されるのを確認することです。



製品比較
C50 DTC1250e DTC1500 DTC4250e DTC4500e DTC5500LMX

プリントメソッド 昇華、熱転写 昇華、熱転写 昇華、熱転写 昇華、熱転写 昇華、熱転写 昇華、熱転写

両面プリント N/A 工場発注時 フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能 �

Swift ID™ � � � � � N/A

磁気ストライプエンコード N/A フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能

接触スマートカードエンコード N/A 工場発注時 フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能

125 kHz (HID Global Prox) リーダー N/A 工場発注時 フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能

13.56 MHz (iCLASS®, MIFARE®、  
ISO 14443 A/B、ISO 15693) 
�読み取り/書き込みエンコーダ

N/A 工場発注時 フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能

フィールドアップグレ
ード可能

インラインプリントおよびエンコード� N/A � � � � �

Wi-Fi 互換* N/A � � � � �

リライト技術 � � � � � �

USB 接続性 � � � � � �

USB および内部印刷サーバー�
を使用したイーサネット N/A 工場発注時

USB およびイーサネ
ット標準（BIS 認証ユ
ニットではイーサネッ
トはオプションです）

USB およびイーサネ
ット標準

USB およびイーサネ
ット標準

USB およびイーサネ
ット標準

カラー変更ステータスボタン � � � � � �

SmartScreen™ グラフィカルディスプレイ N/A N/A N/A � � �

EZ リボンカートリッジ装填 � � N/A � N/A N/A

ECO リフィルリボン装填 � � �
樹脂（モノクロリボ

ン）のみ � �

片面入力/出力カードホッパー N/A N/A N/A フィールドアップグレ
ード可能 

フィールドアップグレ
ード可能 N/A

両面入力カードホッパー N/A N/A N/A フィールドアップグレ
ード可能 � �

プリンタパスワード保護 N/A N/A � � � �

樹脂（黒リボン）スクランブルデータ保護 N/A � � N/A N/A N/A

蛍光パネル（UV 印刷） N/A N/A N/A � � �

カスタム透かしオーバーレイ N/A N/A � N/A N/A N/A

片面または両面ラミネーション N/A N/A フィールドアップグレ
ード可能 N/A フィールドアップグレ

ード可能 �

GreenCircle® 認証製品 基本モデルのみ 基本モデルのみ ラミネーション搭載な
しの基本モデル 基本モデルのみ ラミネーション搭載な

しの基本モデル 基本モデルのみ

数年保証 2 年間 3 年間 3 年間 3 年間 3 年間 3 年間

アプリケーション/プリンタ C50 DTC1250e DTC1500 DTC4250e DTC4500e DTC5500LMX

会社 ID � � � � � �

スポーツおよびレジャー � � � �

スポーツクラブ � � � �

小売店ポイントサービス � � �

カジノ � � � �

輸送 � � � �

幼稚園から高校 � � � �

医療 � � � �

製造 � � � �

都道府県庁および市区町村役場 � � � � �

大学 � � � �

政府 � � � �

運転免許証 � � �

国民 ID � � �

機能

* HID Wi-Fi モジュール (別売り) およびイーサネット対応プリンタが必要

市場用途
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