エッジ・トゥ・エッジの美しい仕上がりに加え、高い拡
張性でICカード発行もスピーディに実現
THE NEW
LOOK OF
LEADERSHIP

■ PERFORMACE
高いパフォーマンスを実現するプリント品質とスピード
・ エッジ ・ トゥ ・ エッジ プリントにより、 カード全面を生かしたデザイン性の高いカードを
安定して発行可能
・ 高速プリント （片面カラー [YMCKT] ： 最大 220 枚 / 時）、 表面カラー / 裏面モノクロ
[YMCKT-K] ： 最大 165 枚 / 時、 片面モノクロ [ クロ HQ] ： 最大 1,000 枚 / 時） の圧倒

CD800カードプリンターは
最高峰のプリント性能に加
え、高い拡張性でニーズに
柔軟に対応する、次世代
型のカードプリンターです。

的な生産性
・ 拡張プリントモードを搭載し、 より鮮明なグラフィックスやテキストのプリントが可能

■ SCALABILITY
発行ニーズの変化に応じたアップグレードを実現するモジュラー設計
・ 磁気ストライプ アップグレードオプション *

・ IC エンコーディング アップグレードオプション *
・ 両面プリント アップグレードオプション

・ インプット / アウトプットホッパー大容量オプション **
* フィールドアップグレード
** エンドユーザーアップグレード

■ RELIABILITY

・ 新設計の筐体デザインによる耐久性アップ、 高生産性
・ カードフィード機構を一新、 カード詰まりを解消

■ EARTH-FRIENDLY

・ サプライ品のリボンコア （芯） に生物分解プラスチック EcoPure® を採用、 環境
への負担を軽減

・ 梱包パッケージにリサイクル素材を採用

DATACARD CD800 CARD PRINTER
®
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・ ᄬൢǹȈȩǤȗᲢJIS II, ISOᲣèᄬൢƸȗȪȳȈ᩿ƱӒͨݣ
・ ICǫȸȉᲢئЈᒵǪȗǷȧȳᲣ
-ᚑᲴPC/SC
-᩼ᚑᲴMifareᲢTypeAᲣŴTypeB
-HID iCLASS®
-SONY FeliCaTM
-ǵȸȉȑȸȆǣȸǋ᠍ӧᲴi-code SLI ሁ
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YMCKTǫȩȸȪȜȳǭȃȈᲢ250/ࠇŴ500/ࠇᲣ
ymcKT(short panel)ǫȩȸȪȜȳǭȃȈ（650/ࠇ）
YMCKT-KTǫȩȸȪȜȳǭȃȈ（ɲ᩿ݦဇᲴ300/ࠇ）
YMCKT-KǫȩȸȪȜȳǭȃȈ（ɲ᩿ݦဇᲴ375/ࠇ）
KTTǫȩȸȪȜȳǭȃȈ（750/ࠇ）
KTǫȩȸȪȜȳǭȃȈ（1000/ࠇ）
ӲᆔȢȎǯȭȪȜȳǭȃȈᲢ1500/ࠇᲣ
ǯȭHQŴDark BlueŴWhiteŴRedŴGreenŴSilverŴGoldŴ
Metallic SilverŴMetallic GoldŴScratch Off

100/ᐯѣዅኡ
25
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USB2.0, 10/100Base-T/TX⇊∞⇛⇳⇩⇮
AC100V 50/60Hz
7.65/30/72≋இ≌ٻ

224 x 442 x 224（༾᩿）
224 x 538 x 224（ɲ᩿）
4.1（༾᩿）/ 5.4 ίɲ᩿ὸ
292 x 612 x 413
9.0
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XPS Card Printer Driver v2.0ˌᨀ
ᄬൢ⇟⇮∏⇊⇽/ IC⇑∞⇯
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ǢȃȗǰȬȸȉǭȃȈ/ ɲ᩿ȗȪȳȈਘࢌǭȃȈ
ǢȃȗǰȬȸȉǭȃȈ/ 200ǤȳȗȃȈțȃȑȸ
ǢȃȗǰȬȸȉǭȃȈ/ 100ǢǦȈȗȃȈțȃȑȸșȸǹ
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๋ᗡ༏᠃ϙ

Windows XP® SP3(32bit), Windows Vista® (32/64bit),
Windows® 7(32/64bit), Windows 2003 Server R2(32bit),
Windows 2008 Server(32/64bit)
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JIS-X6301แਗ
86 x 54
0.254-0.939
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