シリーズ

付属ソフトウェア

シリーズ

⽚⾯機 ID170 は、オプションのフリッパーモジュールを取り付けることで両⾯機 ID170W へ
アップグレードすることができます。
ID170R リライトプリンターは、消し書きが可能なプリンターのため来客カードなど⼀時的に
利⽤するIDカードの発⾏に最適なソリューションです。

（オプション）

データベース機能

・データインポート（Excel、CSV、MDB）／エクスポート（Excel、MDB）
・リスト表⽰・印刷プレビュー ・印刷済データロック
・データ⼊⼒フォーム ・選択データの印刷

※付属品（同梱）：GRASYS ID ソフトウェア ・クリーニングカード2枚・クリーニングペン１本です。
※ご注意：各モデル（本体）には消耗品（インクリボン・カード）は、同梱されていません。

書込

両⾯印刷 IDカードプリンター

250,000円
（税抜）

350,000円
（税抜）

●カラー＆単⾊⽚⾯印刷
●印刷速度：最⼤17秒/枚（YMCKO）
●エッジトゥエッジ印刷 300、600、1,200dpi
●正⾯に2つのLED操作ボタン
●透明カードをサポート
●UVパネル印刷による低コストセキュリティ
●内蔵可能エンコーダ：磁気、接触IC＆⾮接触IC
●アップグレード⽤モジュール：フリッパー、
ラミネーター、イーサネット、WiFi
＊カードデザイン・差し込み印刷ソフト付属

オプション内蔵機

●⽚⾯または両⾯印刷
●印刷速度：最⼤22秒/枚（YMCKOK）
●エッジトゥエッジ印刷 300、600、1,200dpi
●ID200はID200Wにアップグレード可能
●正⾯に2つのLEDボタン
●UVパネル印刷による低コストセキュリティ
●内蔵可能エンコーダ：磁気、接触IC＆⾮接触IC
●アップグレード⽤モジュール：ラミネーター＆
イーサネット、WiFi
＊カードデザイン・差し込み印刷ソフト付属

ラミネート付両⾯印刷 IDカードプリンター

⽚⾯印刷 IDカードプリンター

405,000円
（税抜）

170,000円
（税抜）

●⽚⾯または両⾯印刷とラミネート
●ダイレクト加熱ラミネート*特許
●印刷＆ラミネート速度：22秒/枚
（YMCK&⽚⾯ラミネート)
●エッジトゥエッジ印刷 300、600、1,200dpi
●ID200、ID200WはID200Lにアップグレード可能
●正⾯に2つのLEDボタン
●⽬視セキュリティとカード耐久性向上に有効な
ホログラフィックラミネート可能
＊カードデザイン・差し込み印刷ソフト付属

エンコーダ

●ダイレクトサーマルリライト印刷
●印刷速度：最⼤12秒/枚
●エッジトゥエッジ印刷 300、600、1,200dpi
●正⾯にLED操作ボタン
●内蔵可能エンコーダ：磁気、接触IC＆⾮接触IC
●アップグレード⽤モジュール：イーサネット
＊カードデザイン・差し込み印刷ソフト付属

330,000円

ID200WM

430,000円

ID200LM

485,000円

磁気ストライプ

ID170M

245,000円

ID170WM

335,000円

ID170RM

245,000円

⾮接触IC

ID200RFID

330,000円

ID200WRFID

430,000円

ID200LRFID

485,000円

⾮接触IC

ID170RFID

245,000円

ID170WRFID

335,000円

ID170RRFID

245,000円

接触IC

ID200IC

330,000円

ID200WIC

430,000円

ID200LIC

485,000円

接触IC

410,000円

ID200WMRFID

510,000円

ID200LMRFID

565,000円

磁気／⾮接触IC ID170MRFID

●カード挿⼊ホッパー

＋８0,000円

ID200シリーズの特徴

カバーオープン時200枚、デフォルト100枚

カード200枚

＋８0,000円

-

-

イーサネット付

ID170WMRFID

●後部スタッカー
(100枚まで、オプション)

●着脱可能なスタッカー

●おもて⾯磁気エンコード （オプション）
●透明磁気カードをサポート
●CR79サイズをサポート
(標準はCR80、CR79は⼯場出荷オプション)

410,000円

ID170RMRFID

320,000円
＋８0,000円

単⾊リボン（共通）

カラーリボン（共通）
SSYMCKO

250枚 / ロール 13,750円（税抜）フルカラーリボン/⿊/オーバーレイ

SSYMCKOK

200枚 / ロール 12,000円（税抜）フルカラーリボン/⿊/オーバーレイ＆裏⾯⽤⿊

SSYMCFKO

200枚 / ロール 14,000円（税抜）フルカラーリボンUV蛍光パネル/⿊/オーバーレイ

SSHYMCKO

ハーフサイズ
350枚 / ロール 12,250円（税抜） フルカラーリボン/⿊/オーバーレイ＆裏⾯⽤⿊

セキュリティフィルム（ラミネータ⽤）
カード100枚

-

＋８0,000円

＋８0,000円

消耗品
●動作が更に安定
●印刷速度が向上
●強化されたFINE TM イメージングテクノロジー
●最先端CPUを内蔵
●印刷⾳を低減
●オールインワンロックシステム （オプション）
●ラミネートフィルムもカートリッジ⽅式で取扱が容易

SSIHPF1

250枚 / ロール 13,500円（税抜）ホログラムフィルム

SSICPF1

250枚 / ロール 13,500円（税抜）クリアーフィルム

SSKO

600枚 / ロール

11,400円（税抜） ⿊ / オーバーレイ

SSK

1,200枚 / ロール

4,800円（税抜） ⿊

SSW

1,200枚 / ロール

10,800円（税抜） ⽩

SSB

1,200枚 / ロール

10,800円（税抜） ブルー

SSR

1,200枚 / ロール

10,800円（税抜） ⾚

SSMG

1,200枚 / ロール

13,200円（税抜） メタリックゴールド

SSMS

1,200枚 / ロール

13,200円（税抜） メタリックシルバー

SSSO

1,200枚 / ロール

10,800円（税抜） スクラッチ剥離

カード（共通）

メンテナンス⽤品 （共通） ロングクリーニングカード ショートクリーニングカード

クリーニングペン

⾃動クリーニング
⼿動クリーニング
動ク

へッドクリーニング

⼿動クリーニング

Mifareバージョン （Mifare１K、4K、ULシリーズ）
・Mifareエンコードに対応

・UID読み取り、保存

・指定ブロックの読み取り機能

（要⾮接触ICエンコーダオプション）

・IDm読み取り、保存

（要⾮接触ICエンコーダオプション）

GRASYS⾃動発⾏ソフトウェア

ID200M

＋８0,000円

・カードデザイン、設定は付属ソフトで作成したものを利⽤
・カメラキャプチャー、スキャナ画像読み取り、画像ファイル読み取りに対応
・顔認識により顔写真を⾃動配置
・印刷プレビュー表⽰
・画像調整（明るさ、コントラスト、回転）
・データのリスト表⽰、フォーム⼊⼒
・予め登録した８つまでのデザインを差し替え可能
・データインポート／エクスポート（画像を同サイズで出⼒）

Felicaバージョン （Felica Lite-S）

磁気ストライプ

イーサネット付

スタンダードバージョン

・Felicaエンコードに対応

価格はすべて税抜きです

320,000円

GRASYS CARDソフトウェア

カメラ・スキャナ連動、即時発⾏に適したソフトウェアです。⾮接触ICカード対応バージョンも⽤意して
います。
フィットネスクラブや専⾨店、学⽣証などに利⽤されています。

170,000円
（税抜）

●⽚⾯または両⾯印刷
●印刷速度：最⼤29秒/枚（YMCKOK）
●エッジトゥエッジ印刷 300、600、1,200dpi
●ID170はID170Wにアップグレード可能
●正⾯にLED操作ボタン
●UVパネル印刷による低コストセキュリティ
●内蔵可能エンコーダ：磁気、接触IC＆⾮接触IC
●アップグレード⽤モジュール：イーサネット
＊カードデザイン・差し込み印刷ソフト付属

エンコーダ付

磁気／⾮接触IC ID200MRFID

オプションソフトウェア

リライト IDカードプリンター

260,000円
（税抜）

●カラー＆単⾊⽚⾯印刷
●印刷速度：最⼤23秒/枚（YMCKO）
●エッジトゥエッジ印刷 300、600、1,200dpi
●正⾯にLED操作ボタン
●UVパネル印刷による低コストセキュリティ
●内蔵可能エンコーダ：磁気、接触IC＆⾮接触IC
●アップグレード⽤モジュール：フリッパー、
イーサネット
＊カードデザイン・差し込み印刷ソフト付属

オプション内蔵機

価格はすべて税抜きです

両⾯印刷 IDカードプリンター

消

⽚⾯印刷 IDカードプリンター

書

込

去
消

去

・上側磁気エンコード
・オールインワンロックシステム
・単枚カードフィーダ （オプション）
・ケンジントンロック （オプション）
・背⾯スタッカー （最⼤100枚、オプション）

・デザインウイザード ・オモテ・裏デザイン
・背景画像設定（BMP、JPEG、PNG、GIF）
・画像配置（カラー、グレースケール、顔認識、明るさ、コントラスト調整）
・テキスト配置 （フォント、サイズ、⽂字配置設定）
・バーコード配置（2D、3D）・図形配置 （矩形、円形、線、枠線、⾊）
・各オブジェクトのデータ連動設定 ・各オブジェクトの印刷パネル設定
・磁気エンコード設定 ・デザインファイルにプリンター設定を保存

ID170（⽚⾯機）、ID170W（両⾯機）、ID170R（再書き込み可能機）の３種類のモデルを
⽤意しています。

⽚⾯機（ID200）は、フリッパーまたはラミネーターモジュールをプリンターの後部に取り付け、
両⾯機（ID200W）または、ラミネーター両⾯機（ID200L）にアップグレード可能です。
ラミネーターは両⾯印刷とラミネートを同時に⾏うことができるオプションです。
加熱待機時間がほとんど無く、安定したラミネートはカード表⾯の耐久性を向上させ、印刷品質を
保つことができ、カードの⻑寿命化に役⽴ちます。

・新タイプ挿⼊ホッパー （最⼤200枚搭載）
・着脱可能排出ホッパー （オプション）
・透明カードをサポート
・カートリッジタイプのラミネートフィルム
・CR79カードサイズをサポート （オプション）

カードデザイン／データ差し込み印刷ができるGRASYS IDソフトウェアは、すべてのプリンターに付属
しています。
カードデザイン機能

低予算でIDカードを印刷するのに最適なソリューションです

⾼品質IDカードを即時印刷するのに最適なソリューションです。

GRASYS IDソフトウェア

WCARD76500 PVCカード

0.76mm 500枚⼊ 標準厚

WCARD48

PVCカード

0.48mm 400枚⼊ 薄⼿

WJCARD76

PVC磁気ストライプカード 0.76mm 250枚⼊ JIS2 LoCo

MIFARE1K

PVCMifareカード

0.76mm 100枚⼊ ⾮接触IC

FELICALITE

PVCFelicaLiteSカード

0.76mm 100枚⼊ ⾮接触IC

LEUCO500

⽩無地ロイコカード

0.76mm 500枚⼊

リライトカードプリンター⽤

上位システムと連動し、カードを⾃動発⾏するソフトウェアで、磁気ストライプのエンコードに対応して
います。 （要磁気エンコーダオプション）
診察券・会員証発⾏を１クリックで簡単に発⾏できます。
主な機能

・上位システムから指定フォルダに書き出されるCSVファ
イルの内容を元に印刷と磁気エンコードを⾃動で⾏います。
・カードデザインは付属ソフトで作成したファイルを利⽤
します。
・CSVのデータの変換や桁数追加などを設定して印刷する
ことができます。（例M=男、123＝000123）
・ソフトウェア⾃動起動、画⾯縮⼩などオプション機能
レセプトシステムなど上位機の
患者登録時に基本情報など印刷
・⾃動発⾏だけでなく、データ内容確認ごと発⾏も可能
に必要な項目を含むCSVファイル

上位システムから書き出されるCSVファイルを検知、
設定したルールに従って変換やデータを差し込み、
⾃動的にカードを発⾏します

を指定フォルダに書き出します

G
GRASYS保守

新規ご購⼊後1年未満に限り、無償保証期間 初年度1年を含む5年間契約です。
GRASYSサポートパック（5年保守）
・保守期間中の故障部品のみ全部品無償交換。ただし、プリンターヘッドのみ
（カラー2万枚、単⾊10万枚を上限とする）。
・センドバック対応（故障時修理部品交換対応）。
・フリーダイヤル、FAX、メールによるお問い合わせ対応。
・保証期間中の無償バージョンアップ対応（メジャーバージョンアップを除く）。

GRASYSサポートセンター

・GRASYSに関するお問い合わせ、各種インストールから操作⽅法についてのご質問、
故障時のトラブル対応などを、フリーダイヤルにて幅広く対応させていただきます。

フリーダイヤル

0120-522998
受付時間

9：30〜12：00／13：00〜17：00

⽉曜〜⾦曜⽇
（祝⽇・弊社休業⽇を除く）

