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DTC1500は、便利で低コストな大容量の消耗品を、包括的な機能パッケージと革新
的で簡単に実装できるセキュリティ機能とともに提供します。これにより、組織は高
い安全性を誇るカードやIDを、わずかな費用で品質を損なうことなく日常的に発行
することができます。

主な特徴：
	• 革新的な内蔵セキュリティ機能	-		レジン
によるスクランブルデータ保護やカスタム
の透かしオーバーレイなど、簡単に実装で
きるセキュリティ機能を全ユニットに標準
搭載。
	• 低価格、大容量の消耗品	-	大容量のフルパ
ネルおよびハーフパネルの	
カラーリボンで、カード当たりのコストを大
幅に削減し、総所有コストを抑えます。
	• 優れた汎用性	–		
モジュール式で拡張可能なデザインで、現
場での機器のアップグレードや、レベルの
高いセキュリティへの移行が簡単にできま
す。パワフルな印刷環境を実現します。
	• 地球に優しい	–	効率的なエネルギー消費
費と	
環境に優しい(ECO)交換用リボン
で、GreenCircle®	認証取得。

オプション機能：
	• 購入後にアップグレードすると、RFID	を使
用して内蔵の両面印刷をスムーズに有効
化できます。
	• 高度な安全性と高い耐久性を誇るカード
を作成するカードラミネート加工モジュ
ール
	• 必要に応じて接触型および非接触型のス
マートカード技術	(iCLASS	SE®、MIFARE®	
など)、シンプルな磁気ストライプカード、プ
ロキシミティカードなどに簡単に移行でき
る技術カードエンコーダー	

DTC1500は、政府機関、総合大学、単科
大学、幼稚園から高校、医療機関、中小
企業向けに設計され、組織に最適な独
自のセキュリティ機能を備えています。	
内蔵のカスタム透かしオーバーレイ機
能により、ロゴ、記号、またはテキストな
どのカスタマイズした透明セキュリティ
画像を、プリント後のカードのオーバー
レイパネルに恒久的な透かしとして組
み込まれるので、複製はほぼ不可能で
す。	DTC1500	カスタムウォーターマー
クは、組織にとって、ホログラフィックオ
ーバーラミネートやフォイルカードに別
途コストをかけることなくカードのセキ
ュリティを大幅に向上させ、潜在的な偽
造者を阻止するコスト効率の良い方法
となります。

また、DTC1500には独自のレジンスク
ランブルデータ保護機能も搭載されて
おり、レジンパネルで印刷された情報を
隠すことで追加のセキュリティレイヤー
を作成することができます。	標準パスワ
ード保護と、データ暗号化方式である
AES256を採用していますので、より安
心してお使いいただけます。

DTC1500は堅牢なセキュリティに加え
て、レジンのしきい値など革新的な印
刷機能を備えています。	レジンのしきい
値は、レジンが色濃度に基づいて使用
される際に手動で細かく設定と調節を
することで、実際の「Kパネル」プリント
を可能にします。	この結果、テキストと
バーコードが濃くなり、輪郭がくっきり
出ます。	

また、組み込みの両面印刷機能は	RFID	
タグを使用するだけで起動できるため、
購入後のアップグレードを簡単にこな
すことができます。	モジュール式の拡張
可能な設計で、オプションのラミネート
加工モジュール、またはエンコーディン
グモジュールがいつでも追加可能です。	
セキュリティ、低コスト、革新性、汎用
性	—	DTC1500	にはこれらすべてが備
わっています。

FARGO® DTC1500
ダイレクト・トゥ・カードプリンタ（DTC
プリンタ）
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FARGO®
DTC1500

追 加 製 品 機 能  

	• カスタムの透かしオーバーレイ、レジンによるスクランブルデ
ータ保護

	• プリンター操作をパスワードで保護し、AESを採用しデータ
を暗号化
	• 大容量リボン消耗品
	• レジンのしきい値	
	• イーサーネットとUSB接続搭載で、IDカードの発行が一元的
またはリモートで可能（BIS認証ユニットではイーサーネット
はオプションになります）
	• FARGO	Workbench™	診断ユーティリティにはColor	Assist	
スポットカラーマッチングなどの機能を搭載。プリンターのメ
ンテナンスが簡単になります
	• Asure	ID®カードパーソナライズソフトウェアと互換性のあ
るバッジデザイン、データベース管理、技術カードエンコー
ディング

エ ン コ ー ディン グ オ プ ション 
(スマートカードおよび磁気ストライプ技術に対応)：

	• 125kHz	(HID	Global	Prox)	リーダー
	• 13.56	MHz	(iCLASS®	Standard/SE/SR/Seos®、MIFARE	
Classic®、MIFARE	Plus®、MIFARE	DESFire®、MIFARE	
DESFire	EV1/EV2、ISO	14443	A/B、ISO	15693)	読み取り/書
き込みエンコーダー
	• 接触型スマートカードエンコーダーは、すべてのISO7816	
1/2/3/4	メモリおよびマイクロプロセッサスマートカード
（T=0,	T=1）、同期カード間で読み取り/書き込みが可能。
	• ISO	磁気ストライプエンコーディング、デュアル高/低保磁力、
トラック	1、2、3		
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印刷方法 昇華	/	熱転写
解像度 300	dpi	(11.8	dots/mm)	連続階調

色 最大	1,670	万色	/	ピクセルあたり	256	階調

印刷リボンオプション

K	からYMCKOKOまで、環境に配慮した大容量の印刷リボンに幅広く対応	カード全面および	
ハーフパネルのポリエステルオーバーラミネート加工から、標準または完全カスタム仕様のホログラム付きラミネート加
工まで、あらゆるラミネートパッチオプションをHID製品でご利用いただけます。	利用可能な印刷リボンの例：
•	 フルカラー	(レジンブラックとオーバーレイパネル)、YMCKO*、500回分	
•	 フルカラー	(レジンブラックパネル2つとオーバーレイパネル)、YMCKOK*、500回分
•	 フルカラー	(レジンブラックパネル2つ)、YMCKK*、500回分
•	 フルカラー	(ハーフパネル、レジンブラックとオーバーレイパネル)、YMCKO*、850回分
•	 フルカラー	(レジンブラックパネル	2	つおよびオーバーレイパネル)、YMCKOK*、650回分
•	 フルカラー	(レジンブラックパネル	2	つおよびオーバーレイパネル)、YMCKOK*、200回分
•	 樹脂ブラック、K*、3,000	プリント
•	 レジンホワイト、W*、2000回分

印刷速度** 1枚当たり6秒	(K*)、1枚当たり16秒	(YMCKO*)、1枚当たり24秒	(YMCKOK*)
許容標準 カードサイズ CR-80	(長さ	3.375˝	x	幅	2.125˝	/	長さ	85.6	mm		x	幅	54	mm);	CR-79	(長さ	3.313"	x	幅	2.063"	/	長さ	84.1	mm	x	幅	52.4	mm)

印刷領域 CR-80	エッジトゥエッジ	(長さ	3.36˝	x	幅	2.11˝	/	長さ	85.3	mm	x	幅	53.7	mm)、CR-79	(長さ	3.3˝	x	幅	2.04˝	/	長さ	83.8	mm	
x	幅	51.8	mm)

許容カード厚 .009˝	～	.040˝	/	9	mil	～	40	mil	/	.229	mm	～	1.016	mm
許容カードタイプ PVCまたは光沢仕上げのPVCポリエステル製カード、100%ポリエステル製カード（モノクロームレジンが必須）、上書き

入カードホッパ容量 100	カード	(.030˝	/	.762	mm)
出カードホッパ容量 最大100枚	(.030"	/	.762	mm)	 	

カードのクリーニング カードクリーニングローラーはリボンカートリッジに統合されています。クリーニングローラーはリボンを交換する度に自
動的に交換されます

メモリー 32MB	RAM
ソフトウェアドライバー Windows®	7、8、8.1	および	10	(32	bit	&	64	bit)	/	Windows	Server	2003、2008、2012	/	Linux****

インターフェイス USB	2.0、内蔵プリントサーバー搭載の標準イーサネット（BIS認定ユニットではイーサネットはオプションとなります）
動作温度 65℉～80℉	/	18℃～27℃

湿度 20～80%、結露しないこと

寸法 プリンター：高さ9.8˝x	幅18.7˝x	奥行	9.2˝	D	/	高さ	249	mm	x	幅	475	mm	x	奥行	234	mm
プリンタ	+	ラミネータ：高さ	18.9˝x	幅	18.7˝x	奥行	9.2˝	/	高さ	480	mm	x	幅	475	mm	x	奥行	234	mm

重量 プリンター：11ポンド	/	5	kg
プリンタ	+	ラミネーター：20	ポンド	/9.1kg

公的認証 安全認証：UL	60950-2、CSA	C22.2	(60950-07)、およびCE；FCC	Class	A、CE	(EN	55022	Class	A、EN	55024)
、CCC、BSMI、KC

供給電圧 100～240	Vac、50～60	Hz、1.6Amps（最大）
電源周波数 50	Hz	/	60	Hz

環境に関する機能 GreenCircle認証カードプリンタ（ベースモデルのみ、エンコーダなし)	およびリフィル式供給カートリッジ	(ECO)、リライト
技術、リボン不要

部品保証 プリンタ：3年間***；プリントヘッド、3年間***、UltraCard®	による無制限カードパス

エンコーディングオプション
(HID エンコーダ)

対応するスマートカードおよび磁気ストライプ技術：125	kHz	(HID	Prox)	リーダー、13.56	MHz	(iCLASS標準/SE/SR/
Seos、MIFARE	Plus、MIFARE	DESFire、MIFARE	DESFire	EV1/EV2、ISO	14443	A/B、ISO	15693)	読み取り/書き込みエン
コーダ。接触型スマートカードエンコーダは、すべてのISO7816	1/2/3/4メモリおよびマイクロプロセッサスマートカード	
(T=0、T=1)、同期カード間で読み取り/書き込みを行います。ISO磁気ストライプエンコーディング、デュアル高/低保磁力、ト
ラック	1、2	および	3

オプション
インライン印刷とエンコーディング用	USB	2.0	インターフェース、両面印刷モジュール、片面または両面ラミネート加工モジ
ュール、スマートカードエンコーディングモジュール（接触式/非接触式）、磁気ストライプエンコーディングモジュール、プリ
ンタークリーニングキット、安全な専用消耗品システム		

ソフトウェア Color	Assist	スポットカラーマッチングを含むFARGO	Workbench診断ユーティリティ
ディスプレイ 色の変化で状態を知らせる表示ボタン

*Y=イエロー、M=マゼンタ（赤紫色）、 C=シアン（青緑色）、K=レジンブラック、O=オーバーレイの場合に印刷されるリボンタイプと
リボンパネルの数を示します。

** 印刷速度はおおよその印刷速度であり、1 枚のカードが送出ホッパーに落ちる時刻から次のカードが送出ホッパーに落ちるま
での時刻を測定したものです。 エンコーディング時間や PC が画像を処理するのにかかる時間は印刷速度に含まれません。 処
理時間は、ファイルのサイズ、CPU、RAM の容量、および印刷時に利用可能なリソースの量によって異なります。

*** オンラインでのプリンター登録が完了したプリンタおよびプリントヘッドを3年間保証。 （オンラインでのプリンター登録が完了
していないプリンタおよびプリントヘッドは2年間の保証 
が標準となります。)

**** Linux プリンタドライバはUbuntu 16.04および18.04 と互換性があります。

HID	FARGO	DTC1500（オプションで
ラミネーション機能搭載）
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