
HID FARGO® HDP® (High Definition Printing™) 

再転送プリンター/エンコーダー

プリントおよびエンコー
ドソリューション



最高品質。
革新的。実証済。

あらゆる組織向けの、シャープで鮮明な画像とテ
キスト。
色鮮やか。画像およびテキストが鮮明。品質で他にこ
れに勝るものはありません。FARGO® HDP (High 
Definition Printing) カードプリンター/エンコーダー
でプリントした ID カードは、お客様の組織を保護する
だけではありません — お客様のブランドの価値を反
映します。HID FARGO HDP カードプリンターには、
お客様の会社のロゴやサービスマークのスポットカラ
ーにマッチするうえで役に立つ、内蔵の Workbench™ 
診断ユーティリティおよび Color Assist™ ツールも、含
まれています。 

HID FARGO HDP 再転送プリンターは ID カードによ
り多くの機能を求める組織にも適しています。政府機
関、医療施設、企業や法人、ロイヤリティプログラムやメ
ンバーシッププログラム、大学などでの、多機能スマー
トカードの用途を拡張します。エンコードオプションに
より FARGO HDP プリンター構成は、お客様の特定の
ニーズに対処する高度に安全な接触および非接触スマ
ートカードを、製造できます。 

High Definition Printing 技術を選択することにより、
プリント品質が損なわれることはありません。精密な
画像およびテキストが、カードに直接ではなく高解像
度フィルムに印刷されるため、カードの表面によく見ら
れる不均一な表面で画像品質を損なうことはありませ
ん。HDP プリンターは接触ICチップの縁まで、また各カ
ードの縁までプリントできるので、完成したカードは常
にシャープです。

カードのセキュリティと耐久性の強化。
高解像度プリントソリューションで作成されたカード
は、他のタイプのカードよりも安全で耐久性があります。
これらのカードは本質的に改ざんが明確に判別できま
す。偽造者がカード層を剥がそうとすると、画像は自ら
を破壊します。さらに、カード画像と外部の間に耐久性
のある HDP フィルム層があるため、耐摩耗性や耐引裂
性があります。 

耐久性とセキュリティをさらに強化するため、高度に多
様な HDP プリンターは、ホログラムオーバーラミネート
フィルムまたはホログラム HDP フィルムを ID カードの
前面に追加する機能も備えています。両面のオーバー
ラミネートにより、保護が 2 倍になります - FARGO HDP 
プリンターは 1 回の効率的な工程でカードの両面を同
時にラミネートします。

価値のある投資。
HID Global から購入する場合、安心した投資ができ
ます。すでに何万もの FARGO HDP プリンターシス
テムを世界中に設置している HID Global は、現在利
用可能な信頼できる、完全に相互運用可能な、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
なプリンター正常性監視、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 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。保証されています。

HID® FARGO® High Definition Printing Solutions

両面プリンター/エンコーダー

お客様のニーズと共に拡張できる柔軟なモ
ジュールシステム。 

HID FARGO HDP プリンター は、現在および将
来のお客様のカードアプリケーションニーズに
適合する多様性を提供します。アドオンの両面プ
リント、エンコード、ラミネーションモジュールを
備えた、この柔軟に設計されたシステムにより、
即座に製造工程を拡張または縮小することがで
きます。システム容量を増加するには、オプション
のデュアルカードインプットホッパーにより複数
のカードタイプや大量のカードを簡単に管理で
き、最大の製造処理があっても迅速に処理できで
す。HID Global はワンステップでのインラインプ
リントおよびエンコードに関し、さまざまなフィー
ルドでアップグレード可能なエンコードオプショ
ンを提供します。さらに、HID FARGO HDP プリ
ンターは HID エコシステムに属するその他製品
と簡単に統合できる、既存の Genuine HID 技術
への投資を活用できます。

ラミネーションおよび両面カード入力ホッ
パーオプション

FARGO® HDP5000
両面プリントオプション 

およびラミネーション搭載

FARGO® HDP5600
両面プリントオプション、ラミネーション、およびデュア

ルカードインプットホッパー搭載

FARGO® HDPii PLUS
ラミネーション搭載金融関連プリンター

FARGO® HDP8500
業務用カードプリンター

FARGO® HDP8500LE
レーザーエングレーバーおよびラミネーション搭載 HDP8500



信頼できる、手頃な価格の、 
精細なプリント品質。

HDP5000

HDP5600 および HDP5000 は現在市場で購入でき
る最も経済的な再転送プリンターであり、HDP5600 
は市場で購入できる最も手頃な価格の 600 dpi ソリ
ューションを提供します。上記いずれのカードプリンタ
ーも広範囲の組織にとって理想的なソリューションで
す。さらに、HDP5600 および HDP5000 プリンター
の両方に半パネルリボンを使用でき、１画面当りの費
用が最大 30 パーセント削減されます。

カード当たりの費用を最小に維持し、総所有費用を低
減する最も幅広いオプションを保証するのは、FARGO 
HDP5600 および HDP5000 プリンターだけです。

 � 実証済の第五世代 HDP 技術と信頼性を活用す
る。HID Global は高解像度プリント (HDP) を 1999 年
に導入し、それ以来この技術を熟成してきました。再転
送プリント技術に対する当社の取り組みは、お客様に
触発された革新と、当社の High Definition Printing 
ソリューション製品群の進化に対する、当社のコミッ
トメントを反映しています。信頼性のある堅固な HID 
Global の第五世代 HDP カードプリントソリューション
は、御社に頼っていただけるプリント品質と、御社に必
要な技術の進歩を提供いたします。さらに、第五世代の
信頼性は、より高いご安心とプリンターダウンタイムの
低減を意味します。プリントヘッドがカード表面や破片
に決して触れないため、印刷プロセスで損傷しません。
事実、無期限保証付きです。

 � 物理的アクセス認証情報を、単一のシームレスなス
テップでプリントおよびエンコードします。HID Global 
の内蔵エンコーダーをお持ちの FARGO HDP プリン
ターと使用して、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。

 � カードのプリントを次のレベルへ。HID FARGO 
HDP カードプリンターだけが、あらゆるニーズに対す
る第五世代の再転送技術を提供します – 写真付き ID 
カードからシャープで鮮明な多機能の高セキュリティ
アプリケーションまで、FARGO HDP プリンターは、究
極の画像品質とプリンター信頼性をお約束して、手頃
な価格でお届けします。

いつでも、どこでも印刷。 

現在の消費者は、利便性と柔軟性に価値を置い
ており、必要な時と場所に製品およびサービス
を受け取ることを期待しています。HDP イーサ
ーネット対応プリンター用のオプション Wi-Fi® 
アクセサリを使って、いつでも、どこからでも、 ID 
やカードを便利に遠隔でプリントできます。

最大限の保護。 
オプションのキーロック付カードホッパーを使
用して、ブランクのカード用紙やプリント済み/エ
ンコード済みカードを保護します。

高品質で手頃な価格

HDP5600
オプションの両面印刷

プリント機能搭載



インスタントカード発行による高度
に個人化された顧客経験の提供。

HDPii Plus は新規顧客の獲得に役立ち、高
度にカスタマイズしたカードデザインを提供
することで既存の顧客とのビジネスを構築し
ます。 

金融関連カードがエキサイティング化
 �  金融関連カードの専門家。FARGO HDPii Plus 

プリンター/エンコーダーは、特に金融関連カード
の安全なインスタント発行のために、設計されまし
た。HDPii Plus は金融関連カードの両面に印刷し、カ
ードデータを標準の磁気ストライプエンコーダー、およ
びオプションの接触または非接触のスマートカードエ
ンコーダーを使用して、書き込みます。このプリンター
は安全なグローバル Europay MasterCard® Visa® 
(EMV) 規格に対応し、カードがグローバルな支払い
インフラストラクチャ内で相互利用可能であることが
保証され、不正からのより大きな保護が提供されま
す。HDPii Plus の特殊な機能により、金融関連カード
協会のセキュリティ要件に適合しています。 

 � 新世代の機会。FARGO HDPii Plus は、前面にエ
ンボステキストがない新世代の金融関連カードを製造
します。さらに、内側に接触または非接触のスマートチ
ップを搭載したカードも増えています。インスタント発
行は、カードデザインおよび個人化にエキサイティング
な新しい機会を開いています。

 �  あらゆる場所で簡潔で安全なカード製作使いやす
く信頼できる操作とメンテナンスをあまり必要としない 
HDPii Plus 金融関連カードプリンター/エンコーダー
は、何千か所もの支店でインスタント発行を展開する自
信を与えます。HDPii Plus は驚くほど使い方が簡単で

す。カード、リボン、HDP フィルムはすべてカードリッジ
ベースで、すぐにロードできます。HDPii Plus プリンタ
ードライバーからの簡潔な画面上プロンプト、およびプ
リンター自体の便利な LCD 制御パネルにより、操作は
簡単で直観的です。

FARGO High Definition Printing™ (HDP®) 
技術はスマートカードに優れた画像品質をお届け
します。HDP Film はアンテナやチップなどが含ま
れているカードの不均一な表面に適合します。

HDPii Plus
オプションのラミネーションに搭載

機能



ID を高信頼度で継続的に製造 - 
最も要求の厳しい環境でも。 

最大のセキュリティ
FARGO® HDP8500 は、世界中の政府 ID 発行
者のセキュリティ要件に準拠しています。例えば、
入力/リジェクトホッパーの物理的ロック、内部リジ
ェクトビンにあるミスプリントまたはミスエンコード
したカードの保護などが該当します。 

HDP8500 は、発行場所での高度に安全なプリン
トジョブ承認を提供します。例えば、AES-256 デ
ータ暗号化、使用済みリボンの情報を読み取り不
能にするデータ消去機能、固有の大規模 ID プロジ
ェクトで使用されるプリンターと消耗品との間の安
全なリンクなどがこれに含まれます。 

ピークパフォーマンス
HDP8500 は長期間の、中断のない、高産出バッ
チプリントを持続します。大容量の消耗品およびカ
ード入力ホッパーは、ダウンタイムの最短化に有
用です。清潔で、安定した印刷環境および内部カー
ドフラットナーにより、一貫した高品質のカード出
力が保証されます。

高使用条件パフォーマンス
FARGO® HDP8500 業務用カードプリンター/エン
コーダーにより、HID Global は、業界で最も信頼性が
高く、苛酷な使用に耐える ID カードプリンターを、お
届けします。FARGO HDP8500 には、HID の High 
Definition Printing™ (HDP®) 技術が搭載されてお
り、長期間の使用向けの、スループットの高い、資格情
報の個人化と発行向けの、優れた業務用 ID プリンター
です。大規模な政府 ID カードプログラム、手間のかか
るサービス機関、要求の厳しい大学や大規模企業環境
での、高度なサイクル要求に特に適しています。

 �  高耐久性の結果。FARGO HDP8500 は最も耐
久性の高い消耗品と動作するように設計されており、政
府 ID プログラムなどに使用される長期間の使用が必
要な ID カード向けのプリンターに理想的です。透明な
ラミネートやホログラフィックラミネートパッチをカー
ドに追加することができ、カードの耐久性が高まり、カ
ードの寿命を延ばします。

 �  困難な環境向けの強化されたシステム信頼性。気
候調節されない領域、高温、埃やちりなどにより、日常的
にパフォーマンスが影響を受け、生産性やプリント品質
全体、信頼性が影響を受けます。FARGO HDP8500 
は、最も困難な動作環境から保護するように設計され
ています。その空調及び、ろ過システム、天蓋ダストシー
ル、内部温度センサーにより、最も厳しい条件下でも理
想的なプリント条件が維持されます。 

 � 高度なシステムパフォーマンスによる、強化されたセ
キュリティおよびスループットFARGO HDP8500 のす
べてのアクセスポイントには物理的ロックがあり、プリ
ントの前後で、リボン、フィルムなどの消耗品およびカー
ドを保護します。安全な PIN アクセスにより、プリンター
が電子的にロックされ、高度なデータ複合化 (AES-256) 
により安全なプリントジョブが確実に保護されま
す。HDP8500 印刷後の文字消去機能は、使用済リボ
ンパネルの個人データを消去し、データ破損やデータ
不正のリスクをさらに低減します。さらに、ホログラフィ
ックまたは蛍光 (UV) オーバーラミネートをカードに追
加することができ、コスト効果の高い、公然の、秘密の、
または犯罪のカードセキュリティを高める、ダイナミッ
クな手段が提供されます。別売りの、HDP8500LE (レ
ーザーエングレーバー) は HDP8500 とシームレスに
統合され、恒久的な不変のデータをハイテクなカード
に刻印することで、個人および組織的なセキュリティを
提供します。大規模バッチ印刷ジョブに理想的な、HID 
Global の FARGO HDP8500 にはマルチ処理機能
があり、カードの生産が大幅に増加します。例えば、シス
テムは、1 枚のカードをエンコードしながら、2 枚目を印
刷し、3 枚目をラミネートできます。

HDP8500
業務用カードプリンター



便りに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 HDP プリンター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 iCLASS SE 埋め込みエ
ンコーダーなどの、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おり、御社の従
業員、訪問者、施設、データは常に保護されていると、安
心できます。

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。このコンサルタント的取り組
みにより、技術的な重要な複雑性とリスクを事前に特
定し、最適な解析経路を見つけ出し、オプションを提供
し、確実に成功するための適切なソリューションを展
開します。  

保証されたソリューション
(専門的なサービスによる裏付け)。

HID Professional Services (HID プロフェッショナル
サービス) 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。

当社の HID Professional Services Packages (HID 
プロフェッショナルサービスパッケージ) の 1 つを活用
することで、専任の HID Professional Services (HID 
プロフェッショナルサービス) チームメンバーからの個
人化したサービスを受けます。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、御社チームを、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
活用するようにトレーニングします。 

展開のタイプ、規模、複雑性に応じて、Genuine HID 
Investment Protection Service (Genuine HID 投
資保護サービス) 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
ンター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™ (HID アドバン
テージパートナー) 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。

HDP5000 HDP5600 HDPii Plus HDP8500

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

両面プリント 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 �

片面または両面ラミネーション 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

600 dpi オプション お問い合わせください

タッチスクリーンユーザーインターフェース �

キーパッドプリンターロック �

物理的ハードウェアロック オプション オプション � �

データ暗号化 � � � �

磁気エンコード 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 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 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) 読取/書込エンコーダー 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 � � � �

Wi-Fi 互換* � � �

USB 接続性 � � � �

内部印刷サーバーでの USB およびイーサネット � � � �

SmartScreenグラフィカルディスプレイ � � � �

デュアルインプットカードホッパー 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 �

プリンターパスワード保護 � � � �

レーザー刻印 オプション

内蔵 OSM エンコーダーモジュール オプション

カードフラットナー オプション

3 年保証 � � � �

*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ーが必要

市市市市

アプリケーション/プリンター HDP5000 HDP5600 HDPii Plus HDP8500

会社 ID � � �

国民ID � � �

運転免許証 � � �

政府 � � �

州および 地方政府 � � �

輸送 � � �

医療 � �

大学 � � �

イベント � �

金融機関 �



製品比較 機能

HDP5000 HDP5600 HDPii Plus HDP8500

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

両面プリント 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 �

片面または両面ラミネーション 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

600 dpi オプション お問い合わせください

タッチスクリーンユーザーインターフェース �

キーパッドプリンターロック �

物理的ハードウェアロック オプション オプション � �

データ暗号化 � � � �

磁気エンコード 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 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 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) 読取/書込エンコーダー 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 � � � �

Wi-Fi 互換* � � �

USB 接続性 � � � �

内部印刷サーバーでの USB およびイーサネット � � � �

SmartScreenグラフィカルディスプレイ � � � �

デュアルインプットカードホッパー 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 �

プリンターパスワード保護 � � � �

レーザー刻印 オプション

内蔵 OSM エンコーダーモジュール オプション

カードフラットナー オプション

3 年保証 � � � �

*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ーが必要

市市市市

アプリケーション/プリンター HDP5000 HDP5600 HDPii Plus HDP8500

会社 ID � � �

国民ID � � �

運転免許証 � � �

政府 � � �

州および 地方政府 � � �

輸送 � � �

医療 � �

大学 � � �

イベント � �

金融機関 �

市場用途
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