
HID® ELEMENT
業務用 UV インクジェットプリンター / エンコーダー / レーザー
刻印機 

業務用カードパーソナ
ライゼーション



HID ELEMENT — 次世代のセキュアな ID カードと金融
関連カードのパーソナライゼーション

デスクトップの可能性を 
全く新しい次元へ
HID ELEMENT 業務用カードプリンター / エンコー
ダー / レーザー刻印機は、HID Global がお届けす
る市場トップクラスの信頼性とコスト効率、大量印
刷能力を誇る ID カードおよび金融関連カード発
行システムです。

デスクトップ型でありながら業務用の過酷な仕様
にも耐える HID ELEMENT は、大規模な政府機関
の ID カードプログラム、金融機関、大規模なサー
ビス業、大企業などにおける高頻度な使用に適し
ています。HID ELEMENT はモジュール性と拡張性
に優れ、高解像度の UV インクジェット印刷に加
え、オプションでレーザー刻印や各種エンコーディ
ングも可能で、多様なクレデンシャルプログラムの
ニーズに対応します。 

DTC (ダイレクト・ツー・カード) や再転写方式のデ
スクトッププリンターと同様の使いやすさを持ち
ながら、集中発行システムに匹敵するモジュール
性、パワー、スループットを実現した HID ELEMENT 
は、デスクトップでのクレデンシャル発行の可能性
を大きく広げます。

主な特徴：
 � 高解像度の UV インクジェットカードプリント 

 � 精細なレーザー刻印 

 � 複数のエンコーディングオプション 

 � 最大 1600 枚の大量入出力 

 � デスクトップタイプではかつてないモジュー
ル性 

より良い投資効果
HID ELEMENTの 1 枚あたりの印刷コストはリボン
を使用する一般的なデスクトップ DTC / 再転写カ
ードプリンターに比べて低く、また同等の機能を
持つ集中発行システムと比較しても総所有コスト 
(TCO) を低く抑えることができます。 

HID ELEMENT は、1 台で大容量の印刷が可能な
ため、一般的なデスクトップカードプリンター数台
分の発行能力を 1 台に集約でき、またリボンやフ
ィルムにかかる費用を完全に削減できます。リボ
ン式のプリンターでは、カードデザインに使用さ
れない色も含むリボンパネル全体を消費します
が、HID ELEMENT はインクジェット方式で必要な
インクのみを使用するため無駄がありません。こ
れにより、一般的なデスクトップ型システムと比較
して、カード 1 枚あたりの印刷コストを最大 80% 
削減することができます。

また、HID ELEMENT のコストは、従来の集中発行
システムと比較しても数分の一です。集中発行シ
ステムが必要とする大きなスペース、高額のコス
ト、大量のリソース、高いテクノロジーに比べ、HID 
ELEMENT は特別な設備を必要とせず、専任のスタ
ッフによるメンテナンスも不要です。また、セットア
ップや使用方法も簡単なので、1 人のオペレータ
ーが複数台のHID ELEMENT を管理することも容
易です。年間のメンテナンス契約が不要になり、費
用を大幅に節約できます。 

従来の選択肢それぞれのメリットを兼ね備えた 
HID ELEMENT は、より良い投資を可能にします。 

大容量で高い汎用性 
汎用性の高い HID ELEMENT は、大容量が

必要な大規模な組織やサービス業などで

の使用に最適です。 

 � 政府機関による市民への発行 (G2C) 
— 国民 ID、運転免許証、車両登録証、
国境通行カード、有権者 ID、健康保険
証カードなどの発行

 � 政府機関による職員への発行 (G2E) と
企業内の発行 — 職員・従業員の写真
付き身分証明書やバッジ

 � 商業的な発行 — 定期乗車券、リテー
ルカードなど

 � 金融関連カードの発行 — クレジット
カード、デビットカード、プリペイドカ
ードなど



UV インクジェットでダイナミック ID / 金融関連カー
ドを作成
構成の変更が可能な 6 つのインクチャネルと多彩
なオプションを持つ HID ELEMENT は、これまでに
ないダイナミックで見た目も美しい片面 / 両面の 
ID カードや金融関連カードを作成できます。HID 
ELEMENT はフルカラーとモノクロのテキストお
よびフルカラーのグラフィック印刷に対応してい
ます。標準色はもちろん、蛍光インクやオリジナル
のカスタムカラーなども選択できるため、個性的
なカードデザインを実現し、セキュリティを強化で
きます。 

HID ELEMENT の UV インクジェットプリントは、他
にも全く新しいアプローチでセキュリティや耐久
性を高めるための独自のオプションを取り揃えて
います。カラーインクを塗布した上からオプション
のクリアインクを重ね、画像や文字の上に層を作る
ことで、低コストで耐久性を高めたり、色の質感を
豊かにしたりできます。

HID ELEMENT で印刷した ID カードや金融関連カ
ードは、組織を守るセキュリティ性能だけでなく、
ブランド価値を反映した格調を備えたものになり
ます。カード全面への印刷とスマートチップの先端
までの印刷が可能な HID ELEMENT は、どんな場
合にも大胆で洗練されたプロフェッショナルな仕
上がりのクレデンシャルカードを提供します。

最大 1200dpi で画像とテキストを 
よりくっきりと、鮮明に
HID ELEMENT は、600 dpi から 1200 dpi までの
高解像度印刷でより鮮明な印刷を実現していま
す。小さな文字や複雑な文字もはっきりと、バーコ
ードも鮮明に、工場印刷のカードに匹敵する品質
で印刷できます。

HID ELEMENT UV インクジェットプリントでは、精
密なノズルが数千個の微細なインク粒子をカード
表面に塗布します。インク粒子は、一定の間隔で高
速に塗布されるため、一定したサイズの粒子を正
確な位置に塗布できます。印刷直後のインクに強
い紫外線を照射することでインク成分がマイクロ
秒以内に結合し、固化します。これにより、カードに
印刷されたテキストと画像はほぼ瞬間的に乾燥・
定着し、高速な印刷プロセスを実現します。 

高周波インクジェットは、その特性上、高速で印刷
する場合にも優れた画像品質を提供します。PVC、
複合材、ポリカーボネート、さらには金属コアカー
ドまで、多様な素材のカード表面に超高精細な画
像やテキストの印刷が可能です。

大量印刷が可能で取り扱い簡単な 
インクカートリッジ 
大容量で使いやすいインクカートリッジ

は、差し込むだけで簡単に取り付けられる

スナップイン方式。6つ のインクチャネル

の構成は用途に合わせて変更でき、フルカ

ラーにもモノクロにも対応。さらにクリアイ

ンクによるオーバーレイ加工オプションも

選択できます。また、HID のカスタム製品オ

ーダー (CPO) では高いセキュリティ機能を

実現する蛍光カラーおよびカスタムカラー

も選べます。 



セキュリティと汎用性に優れたシャープなパーソナ
ライゼーション 
クレデンシャルカードのセキュリティ機能最大限
に高めるには、高度に個別化し、複数の視覚的、デ
ジタル、および刻印要素を採用する必要がありま
す。これにより、カード所有者を正確に識別し、不正
や偽造を防止することができます。

HID ELEMENT のレーザー刻印システムを利用し
てカード本体に独自の識別データや画像を刻印す
ることで、不正に改変できない耐久性の高いパー
ソナライゼーションを実現。偽造や不正を事実上
不可能にできます。 

HID ELEMENT のレーザー刻印システムは、通常の
黒色と高精細なグレースケールのマーキングに加
え、オプションで UV インク印刷システムとの組み
合わせも可能です。レーザーとカラー印刷の組み
合わせにより、あらゆる個性的なカードデザインに
も対応します。 

全てのカードにセキュリティを刻印
HID ELEMENT の精密なレーザー彫刻は、ID カー
ドへの多面的なセキュリティ要素の刻印を可能に
します。レーザー刻印されたデータや画像は時間
が経っても変化せず、安全です。刻印された情報を
改変しようとすると、画像の完全性が破壊されるた
め、一見して不正がわかります。これにより、これま
でにないレベルのセキュリティをクレデンシャル
カードに与えることが可能です。 

オプションのカメラビジョンシステムは、カード表
面のデータを正確に配置・登録できます。また、刻
印データの再現性は非常に高く、ルーペや拡大鏡
がないと読めないマイクロテキストの文字も正確
に刻印可能です。

また、HID ELEMENT の高精度レーザーはレンチ
キュラー画像の生成も可能。多重レーザー画像 
(MLI) や変化するレーザー画像 (CLI) を作成するこ
とができ、デスクトッププリンターでの偽造防止効
果をさらに高めます。

また、レーザー刻印では文字が浮き上がっている
ため、指先で触れることで簡単に真贋を確認する
ことができ、有権者カードや労働者登録証、運転免
許証、身分証明書など、偽造や不正使用の危険性
が高いカードの発行に最適です。

サブサーフェス画像
このゴーストイメージのように、カー
ド表面よりも下にレーザー彫刻を施
すことで、最高レベルの耐久性を実
現できます。

表面に凹凸をつける彫刻
表面から浮き出した文字は、指に触れた
だけで真贋を確認できます。

MLI/CLI - 多重/変化レーザー画像
見る角度によって変化する画像やデー
タは、正当なカード所有者の確認を容
易にします。

カスタムマイクロテキスト
ルーペがないと読めない 1 ポイント以
下のミクロサイズの文字で、隠れた検証
要素を付加できます。

レーザー光源のオプション 
汎用性の高い HID ELEMENT レーザー刻

印システムは、クレデンシャルプログラム

の要件に合わせて選択可能な 2 種類のレ

ーザー光源オプションを提供しています。

コストパフォーマンスを最大化する標準の 

3W DPSS レーザーと、より速いスループッ

トを可能にするオプションの 8W DPSS レ

ーザーから選択できます。 



1 つの手順でセキュアなクレデンシャルカードの統
合パーソナライゼーションを簡素化 
HID ELEMENT のカード・エンコーディング・モジュ
ールは、印刷からエンコードまでをワンステップで
行うことができ、セキュアな ID や金融関連カード
の作成にかかる時間とコストを削減できます。統
合されたパーソナライゼーション手順を利用する
ことで、カードの調達から在庫管理、発行プロセス
までを一貫して管理することが可能になり、より柔
軟にニーズに対応できます。 

また、HID ELEMENT のカードエンコーディングモ
ジュールは、UV インク印刷やレーザー刻印システ
ムの能力をさらに拡張し、HID 製品だけでなく、他
のカード / 物理的アクセスコントロールシステム
やサードパーティ製アプリケーションとの互換性
を持たせたカードを作成することができます。特
定の技術に依存しないカードパーソナライゼーシ
ョンへのアプローチは、アクセスコントロールシス
テムの選択肢を広げ、クレデンシャルの管理を強
化します。

HID ELEMENT は、豊富な統合カードエンコーディ
ング技術を有しており、あらゆるクレデンシャル発
行プログラムのニーズに対応しています。さらに、
モジュールは現場でのアップグレードが可能なた
め、随時にエンコーディングの変更や追加を行うこ
とで、新たな方式のカードパーソナライゼーション
や進化するセキュリティのニーズに併せて変化す
る要件に対応できます。 

また、HID ELEMENT のカードエンコーディングモ
ジュールを 1 台または複数台選択することで、カ
ードの読み書き機能を拡張して物理アクセス、勤
怠管理、キャッシュレス自動販売、その他のサー
ドパーティー製のアプリケーションに対応できま

す。HID ELEMENT のプログラマーカードエンコー
ディングモジュールを使用することで、HID の物理
アクセスソリューションと互換性のあるカードを作
成し、プログラムすることも可能です。既存の発行
済みカードをアップグレードして、より安全性の高
い iCLASS SE® プラットフォームで使用することを
検討している組織にとって、このオプションは特に
大きなメリットを提供します。  

 � 非接触エンコーディング - iCLASS Seos®、HID 
Prox®、iCLASS SE® MIFARE Classic®、MIFARE® 
DESFire® EV1 を含む、低周波数および高周波
数のクレデンシャルを同時にサポートします。 

 � 接触エンコーディング — 統合は迅速かつ簡
単で、ISO 7816 規格に準拠し、比類のないサ
ポートと互換性を誇ります。 

 � 標準的な磁気ストライプ・エンコーディング - 
ISO 7811 規格の高 / 低磁力両方式に対する
互換性 

 � プログラマーエンコーディング - HID® 純正
またはサードパーティ製のクレデンシャルの 
HID アクセスコントロールアプリケーション領
域を簡単にエンコード可能。 

 � サードパーティのエンコーディングもサポー
ト - Smartware® のエンコーディング技術を活
用して、1 つのパスで非接触エンコーディング
と接触エンコーディングを同時に行うことが
できます。

柔軟なエンコーディングオプション 
現場でのアップグレードが可能で、インス

トールも容易なエンコーディングは、いつ

でも追加・変更が可能。新しいカードのパ

ーソナライゼーションや進化するセキュリ

ティニーズに対応できます。 



指先でシンプルに
10 インチの大型フルカラータッチスクリーンデ
ィスプレイは、指先で簡単に操作できます。ディ
スプレイはシステムに取り付けられており、オペ
レータの姿勢に合わせて簡単に調整できるた
め、座っていても立っていても楽に操作できま
す。また、このディスプレイには、インク残量、一
般的な診断結果、操作手順、定期的なクリーニン
グやメンテナンスの開始手順などがわかりやす
く表示されます。HID ELEMENT なら、カード印刷
の煩雑さが解消します。

デスクトップタイプでかつてないモジュール拡
張性 
HID ELEMENT は、これまでの常識を覆し、UV イ
ンクジェットプリントとレーザー彫刻を組み合わ
せて購入することも、単体で購入することも可能
で、個々のカードプログラムに柔軟に対応しま
す。また、HID ELEMENT はオプションのモジュー
ルも豊富。多様なプログラムの要件とスループッ
ト規模のニーズに応えます。お客様のニーズに
合わせて、最適な設計を提案いたします。

スケーラブルなスループット
インプットホッパーとアウトプットスタッカーは、
カード作成規模に合わせて最大 4 台まで選択
可能。インプットホッパーとアウトプットスタッ

カーはそれぞれ 400 枚の大容量。1 台の HID 
ELEMENT で、最大 1600 枚のカードを収納可能
です。これにより大容量のカードスループットを
実現。作業が途切れることなく、最大限の効率を
実現します。

確実な検証
HID ELEMENTでは、オプションのカメラシステム
と対応ソフトウェアとの連携により、印刷された
カードの画像データと特徴を照合し、正確に配
置することが可能です。この登録と検証の機能
により、HID ELEMENT はクレデンシャルカード
の印刷 / 刻印を意図した通りに、大量のカード
でも一貫した品質で行うことができます。検証に
合格しなかったカードは、安全なリジェクトビン
に送ることができます。各カメラシステムは HID 
ELEMENT の UV インク印刷システムとレーザー
刻印システムの両方に対応しています。

単一のインプットホッパーとアウトプットスタッカーを備
えた HID ELEMENT UV インク印刷システム

複数のインプットホッパーとアウトプットスタッカーを備
えた HD ELEMENT UV インク印刷システムとレーザー

刻印システム

単一のインプットホッパーとアウトプットスタッカーを備
えた HID ELEMENT レーザー刻印システム

複数のインプットホッパーとアウトプットスタッカーを備
えた HID ELEMENT UV インク印刷システム



連続稼働が可能な業務用のシステム  
HID ELEMENT は、大容量で高品質な UV インクジ
ェット印刷とレーザー刻印を組み合わせた、業務
用の過酷な使用に耐える品質と管理の容易さを両
立させるデスクトップシステムです。HID ELEMENT 
は、高い費用や集中発行システムを設置する不動
産を必要とせずに業務用のスピードと容量を実現
したい組織に最適です。また、デスクトップ型の使
いやすさ、携帯性、管理性を求めているが、現在の
再転写方式や DTC 方式のプリンターでは対応で
きないプログラムをお持ちのお客様にも最適な製
品となっています。 

HID ELEMENT は、連続運転を想定して設計されて
おり、システムの寿命までに何百万枚ものカード
を生産できます。24 時間 365 日、年中無休での連
続生産も、HID ELEMENT なら可能です。

集中カード発行システムの数分の一の費用で複数
台の HID ELEMENT を導入することができ、手軽に
業務用の生産量を実現しながら、大規模なシステ
ムでは難しい余裕やリスク管理のメリットも手に
できます。また、単一のカード発行システムが故障
した場合、カード発行業務が停止してしまうのに対
し、複数台のカード発行機を設置することで、1 台
のカード発行機の修理が必要になった場合でも、
他のユニットを活用して 75～80％ の生産性を維
持しながら発行を続けることができます。また、リ
スク管理のために、遠隔地の拠点に追加のユニッ
トを地理的に分散して設置することもできます。 

あらゆるニーズに対応するソリューション 
HID ELEMENT は、TCO の削減や運用面でのメリッ
トに加え、各業種の特殊なニーズにも対応できる
機能を備えています。例えば、官公庁発行の ID カ
ードでは、凹凸のあるカラーオフセット印刷やオー
バーレイによる耐久性を重視した印刷を、金融関
連カードの発行会社や金融機関では、レインボー
スタックと呼ばれる多様な印刷テンプレートを活
用した小ロット印刷を容易に行うことができます。

信頼性の高いオペレーション、最小限のメンテナ
ンス、高度な設定変更が可能な機能性、拡張性の
高いスループット、業界最小の TCO を実現した 
HID ELEMENT は、高品質で大量のカードを発行す
るニーズに応える次世代のソリューションです。

お近くのインテグレーターまたは HID Advantage 
Partner の検索はこちら hidglobal.com

https://www.hidglobal.com/


©2020 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB.All rights reserved.HID、HID Global、HID Blue Brick ロゴおよび Chain Design は、
米国および/または他の国における HID Global の商標または登録商標です。その他すべての商標、サービスマーク、および製品また
はサービス名は個々の所有者の商標または登録商標です。 
2020-09-11-si-element-card-personalization-br-jp  PLT-05447

An ASSA ABLOY Group brand

hidglobal.com

北米：+1 512 776 9000
フリーダイヤル：1 800 237 7769 
ヨーロッパ、中東、アフリカ：+44 1440 714 850 
アジア太平洋：+852 3160 9800
ラテンアメリカ：+52 55 9171 1108
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