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ZXPシリーズ7 カードプリンタ

写真のような画像が得られる高速かつ信頼性の高いカード印刷

ZebraのZXPシリーズ7™ カードプリンタでは、最新のカード印刷テクノロジーを使用し、人目を惹く高品質のカードを印刷できます。TCO（
総所有コスト）の少ないプリンタながら、高速かつ信頼できるパフォーマンスと優れた価値が得られます。細かな色調管理により、シャープ
で鮮明なカード印刷が何度でも可能です。

ZXPシリーズ7 プリンタは画期的な設計が自慢です。カードの厚さに合わせて自動調整され、リボンの装填が簡単です。色分けされたガイド
と透明なLCDコントロールパネルを備えており、だれでも簡単に使用できます。ロック機構がプリンタとメディアを守り、ソフトウェアがアク
ティビティを追跡し、必要に応じて制限をかけることにより、セキュリティを強化します。

優れた性能

あらゆるカードに対応
厳しいビジネス環境に対応できるように設計されたZXPシリーズ7 プリ
ンタは、高い堅牢性とそのままで最高のパフォーマンスを発揮できる特
性があり、幅広い環境と用途に最適です。写真印刷技術を使用し、ほと
んど写真のような印刷品質と深みのある色彩とともに、フチなし印刷が
実現します。ラミネート加工を加えることで、カードのセキュリティを確
保し、画像の耐用期間を延ばすことができます。

高い生産性

より多くのカードをより速く印刷
クリックツードロップ、大量印刷を含め、高速印刷によって待ち時間を
短縮できます。ZXPシリーズ7は、両面同時ラミネート加工と同時に最
大3つのジョブ（エンコーディング、印刷、ラミネート加工）を処理する
能力によって、最速のスループットをもたらします。高速印刷のために
開発されたixシリーズ™のリボンによって、さらなる高速化が可能です。

ZXPシリーズ7プリンタは画期的な設計が自慢です。カードの厚さに合
わせて自動調整され、リボンの装填が簡単です。色分けされたガイドと
透明なLCDコントロールパネルを備えており、だれでも簡単に使用でき
ます。
エンコーディング、接続機能、リボンの豊富なオプションの中からお選
びいただけます。また、カードのセキュリティや耐久性を強化する必要
がある場合は、廃棄物ゼロの片面または両面ラミネートもご利用いた
だけます。

印刷実行、印刷継続

セットアップが容易、メンテナンスの手間がわずか
簡単にできるリボンの装填と操作、大容量メディア、同期するリボンと
ラミネートロールなどのスマート機能により、ZXPシリーズ7 プリンタは
統合とメンテナンスが容易です。Windows®ドライバ、ZMotif™ SDK、
ネットワークオプションを使用して、プリンタを迅速に導入できます。

ロック機構がプリンタとメディアを守り、ソフトウェアがアクティビティ
を追跡し、必要に応じて制限をかけることにより、セキュリティを強化
します。

ZXPシリーズ7カードプリンタの詳細については、 www.zebra.com/zxpseries7 をご覧ください。
または、 www.zebra.com/contact からグローバル連絡先リストをご利用のうえ、お問い合わせください。
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インテリジェントな適応力

ニーズに合わせてカスタマイズ - 現在と将来に対応
必要に応じてオプションを追加する柔軟性が得られます。
片面／両面印
刷、UHFエンコーディング／802.11b/gワイヤレス接続などの豊富なエン
コーディング／接続オプション、内蔵バーコードリーダー、無駄のない片
面／両面ラミネート、Zebra® Duo-Print™両面印刷アップグレードキット、
各種リボンオプションを含めたオプションで、
カード印刷アプリケーション
のポートフォリオを作成すると同時に、投資を管理することができます。

ソフトウェアの適応力と制御
管理者は高度なセキュリティ設定を使用して、機能セットとユーザーの権
限をカスタマイズできます。
ソフトウェア開発者はZMotif SDKを使用して、
高度な機能の統合や特別な印刷アプリケーションの作成が容易にできま
す。
ZXPツールボックスにより、
プリンタ、
ドライバ、
ソフトウェア設定の高度
な制御機能とともに、管理および診断機能を使用できます。

コスト効率

カード単価を最小限まで抑えることのできるサプライ品
Zebra True Colours ix SeriesのリボンとZebra True Secure i Seriesの
ラミネートでコストを削減できます。
大容量リボンにより、
ロール当たりの
画像数が増え、設計の改善により、高品質画像の高速印刷が可能です。
2
種類のサイズで豊富な種類のリボンをご利用いただけるので、
あらゆる
印刷ニーズに対応できます。

Zebra True Secureラミネートをご利用いただくと、偽造リスクが軽減さ
れ、高セキュリティカードが長持ちします。
キャリア材料、
バッキング、
ライ
ナーを一掃するラミネート設計により、無駄が著しく減ります。
専用に設計
されたカートリッジにより、
ラミネートを簡単に交換できます。

リボンとラミネートはどちらもインテリジェントなメディアテクノロジーが
採用されており、
プリンタを自動的に検知して調整します。

Zebra True Secureラミネートをご利用いただくと、偽造リスクが軽減さ
れ、高セキュリティカードが長持ちします。
キャリア材料、
バッキング、
ライ
ナーの必要性を一掃する独自のラミネート設計により、無駄が著しく減り
ます。
専用に設計されたカートリッジにより、
ラミネートを簡単に交換で
きます。

リボンとラミネートはどちらもインテリジェントなメディア技術が採用さ
れており、
プリンタを自動的に検知して調整します。

カードソフトウェア：カードのデザインとプリンタの管理が容易

Zebra CardStudio™
ZebraのCardStudioをご利用いただくと、企業の規模に関係なく、
プロ仕
様のカードを簡単にデザインしたり印刷したりできます。
したがって、
スマ
ートカードのエンコーディング、
ラミネートを含め、ZXPシリーズ7の機能
を最大限に活用できます。

シングルユーザーまたはマルチユーザーの柔軟なネットワークライセン
スとデータベース統合オプションが利用できるCardStudioは、ZXPシリ
ーズ7プリンタを補完する理想的なカードデザインソフトウェアです。
詳細については、
www.zebra.com/cardstudio をご覧ください。

Zebra Virtual PrintWare™
Zebra Virtual PrintWareをご利用いただくと、貴社独自のアプリケーシ
ョンからカードを簡単に発行できます。
テンプレートベースの印刷機能に
より、
カード印刷とカード制作のフローにサードパーティのアプリケーショ
ンを容易に統合できます。
ネットワーク上の複数のプリンタで印刷したり、
プリンタの状態をリモート
で監視したりできます。
印刷用量と処理能力を拡大する場合は、
ソフトウ
ェアを利用して、複数のプリンタをプールし、1台のプリンタであるかのよ
うに管理することもできます。
詳細については、
www.zebra.com/virtualprintware をご覧ください。
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仕様
プリンタ名

ZXPシリーズ7
ZXPシリーズ7 Pro

標準機能
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300dpi／11.8ドット／mmの印刷解像度
USB 2.0および10/100イーサネット接続
Microsoft® Windows認定ドライバ
リジェクトカードホッパー：15枚（30milの場合）
ZXPシリーズ7およびシリーズ7 Pro：250枚のカードを入力できるフィ
ーダー（30milの場合）
ZXPシリーズ7：100枚のカードを出力できるホッパー（30milの場
合）
ZXPシリーズ7 Pro：先入れ先出し式出力ホッパー：250枚
シングルカードフィード機能
ix Seriesインテリジェントメディア技術
21文字 x 6行のLCD前面表示、設定可能なソフトキー装備
Kensington®の物理ロックスロット
プリンタおよびプリントヘッドに対して2年間の限定保証

印刷およびラミネート仕様

Zebraのインテリジェント技術によるRFIDタグがixシリーズのリボンとi
シリーズのラミネートを認証して自動化します。
各リボンカートンにカードクリーニングローラーを内蔵
専用に設計されたクリーニングサプライ品が予防保守作業を簡素化
True Colours ixシリーズのリボン

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

YMCKO：250または750画像／ロール
YMCUvK：750画像／ロール
YMCKOK：250または750画像／ロール
½パネルYMC、フルKO：1250画像／ロール
KdOおよびKrO：2000画像／ロール
WrKr：2000画像／ロール
青、赤、金、銀、モノクロ：5000画像／ロール
黒モノクロ：2500または5000画像／ロール
白モノクロ：4000画像／ロール
スクラッチカードの灰色：3250画像／ロール
ご要望によりその他の色も利用可能

True Secure i Seriesのラミネート

• 表面および裏面を厚さ1.0milのフィルムでラミネート加工す
る、ライナーレス仕様の廃棄物ゼロラミネート：750画像／
ロール
• ラミネートのタイプ：透明、磁気ストライプ、スマートカー
ド、ホログラフィー使用の壁紙デザイン
• ご要望により画像や模様をホログラム化したカスタムラミ
ネートも利用可能
カード互換性
最適なカード品質とプリンタ本来の性能を引き出すためにも、Zebra
純正サプライ品のカードをご利用ください。詳細については、
www.zebra.com/cards をご覧ください。

•
•
•
•

カードの厚さ：10～50mil（0.25～1.27mm）
ラミネート加工するカードの厚さ：30ml（0.76mm）
カードサイズ：CR-80、ISO 7810フォーマット、タイプID-1
カード素材：PVCおよびコンポジット、ABSカード、PET、PET-G、PET-F、PETix、およびTeslin®コンポジット
• テクノロジーカード：接触型および非接触型スマートカード
• 特殊カード：裏側が接着剤付きで、署名パネルがあり、IRブ
ロッカーを搭載した透明カード
メディア仕様

Zebraのインテリジェント技術によるRFIDタグがixシリーズのリボンとi
シリーズのラミネートを認証して自動化します。
各リボンカートンにカードクリーニングローラーを内蔵
専用に設計されたクリーニングサプライ品が予防保守作業を簡素化
True Colours ixシリーズのリボン
• YMCKO：250または750画像／ロール
• YMCUvK：750画像／ロール
• YMCKOK：250または750画像／ロール
• ½パネルYMC、フルKO：1250画像／ロール
• KdOおよびKrO：2000画像／ロール
• WrKr：2000画像／ロール
• 青、赤、金、銀、モノクロ：5000画像／ロール
• 黒モノクロ：2500または5000画像／ロール
• 白モノクロ：4000画像／ロール
• スクラッチカードの灰色：3250画像／ロール
• ご要望によりその他の色も利用可能

True Secure i Seriesのラミネート
• 表面および裏面を厚さ1.0milのフィルムでラミネート加工する、ライ
ナーレス仕様の廃棄物ゼロラミネート：750画像／ロール
• ラミネートのタイプ：透明、磁気ストライプ、スマートカード、ホログ
ラフィー使用の壁紙デザイン
• ご要望により画像や模様をホログラム化したカスタムラミネートも
利用可能

カード互換性
最適なカード品質とプリンタ本来の性能を引き出すためにも、Zebra
純正サプライ品のカードをご利用ください。詳細については、以下の
サイトをご覧ください。
www.zebra.com/cards
• カードの厚さ：10～50mil（0.25～1.27mm）
• ラミネート加工するカードの厚さ：30ml（0.76mm）
• カードサイズ：CR-80、ISO 7810フォーマット、タイプID-1
• カード素材：PVCおよびコンポジット、ABSカード、PET、PET-G、PET-F、PETix、およびTeslin®コンポジット
• テクノロジーカード：接触型および非接触型スマートカード
• 特殊カード：裏側が接着剤付きで、署名パネルがあり、IRブロッカー
を搭載した透明カード

動作特性

環境規格

電気仕様

物理特性
寸法

動作温度：59ºF～95ºF／15ºC～35ºC
動作湿度：20％～80％（結露なきこと）
保管温度：23ºF～158ºF／-5ºC～70ºC
保管湿度：10％～90％（結露なきこと）
カードの保管条件：
温度：41ºF～86ºF/5ºC～30ºC

• 湿度：30％～50％（結露なきこと）
• 直射日光の当たる場所での保管不可
自動切換単相交流電源
90V～264VACおよび47～63Hz（公称50
～60Hz)
FCC Class A

ZXPシリーズ7：
プリンタのみ：12インチ （高さ）x 10.9インチ
（長さ）x 27.5インチ （幅）
306mm（高さ）x 277mm（奥行き）x
699mm（幅）
ラミネータ搭載プリンタ：12インチ （高さ）x
10.9インチ （長さ）x 38インチ （幅）
306mm（高さ）x 277mm（奥行き）x
964mm（幅）
ZXPシリーズ7 Pro：
プリンタのみ：13.75インチ （高さ）x 10.9イ
ンチ （長さ）x 28.25インチ （幅）
349mm（高さ）x 277mm（奥行き）x
718mm（幅）

市場とアプリケー
ション
医療と教育

• 従業員と学生のID
カード
• 従業員のアクセス
管理用カード
ホスピタリティと小
売業

• ゲーム、メンバーズ
カード、会員証、ギ
フトカード
• スポーツとエンタ
ーテイメント
高度なセキュリティ

• 政府信用状
• 安全なアクセス
管理
• 金融サービス
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重量

ZXPシリーズ7：
プリンタのみ：26.9ポンド／12.2kg
ラミネータ搭載プリンタ：39.5ポンド／17.9kg
ZXPシリーズ7 Pro：
プリンタのみ：31.7ポンド／14.4kg
ラミネータ搭載プリンタ：44.3ポンド／20.1kg

通信およびインターフェース機能

•
•
•
•

USB 2.0
USBのプラグ＆プレイ機能でプリンタを自動認識
10/100イーサネット
802.11 b/gワイヤレスオプション

ソフトウェアツール

ZMotif SDKサポートおよびサンプルコード
ツールボックスユーティリティ機能付きMicrosoft Windows認定プリ
ンタドライバ：Windows XP（32ビット）、Vista（32および64ビット）
、Server 2003（32ビット）、Windows 7（32および64ビット）、Server
2008（32および64ビット）、Windows 8およびWin 8 Pro（32および64
ビット）、Server 2012（64ビット）
CardStudioカードデザイン／発行ソフトウェア
Zebra Virtual PrintWareソフトウェアに対応
注：
対応システムの最新情報については、www.zebra.com をご参照くだ
さい。

オプション機能

Zebra OneCareサービスのポートフォリオに含まれるEssential、Select、Premierサービスがデバイスの可用性と生産性を最大限に引き出
します。主な特徴として、24時間年中無休のテクニカルサポート、包括
保証、高度技術交換、ソフトウェア更新が含まれます。オプションで可
視性サービスもご用意しています。詳細は、
www.zebra.com/zebraonecare をご覧ください。

同期するZebraのサプライ品による業務効率向上とコスト低減
カラー印刷操作

モノクロ印刷操作

製品保証

リボンメディア
750画像／リボン**
入力および出力カードホッパー：250枚
3倍のカード同期入力／出力：
カード250枚（x3）= 750 = フルのカードフィー
ダーカセットx3／YMCKOリボン
リボンメディア
5,000画像／リボン
入力および出力カードホッパー：250枚
20倍のカード同期入力／出力：
カード250枚（x20）= 5,000 = フルのカード
フィーダーカセットx20／ブラックのモノクロ
リボン

材質または製造上の欠陥に対するZXPシリーズ7の保証期間は出荷日
から2年間とします。保証条項の全文については、
www.zebra.com/warranty をご覧ください。

推奨サービス

Zebra OneCareサービスのポートフォリオに含まれるEssential、Select、Premierサービスがデバイスの可用性と生産性を最大限に引き出
します。主な特徴として、24時間年中無休のテクニカルサポート、包括
保証、高度技術交換、ソフトウェア更新が含まれます。オプションで可
視性サービスもご用意しています。詳細は、
www.zebra.com/zebraonecare

脚注

注：
*ZXPシリーズ7 Proはアジア太平洋地域ではご利用いただけません。
**Zebraのラミネートも750画像／ロール単位です。
最適な印刷品質とプリンタ本来の性能を引き出すためにも、Zebra純
正サプライ品をご利用ください。仕様は予告なしに変更される場合が
あります。
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