データシート

Artista CR805 再
転写 ID カードプリ
ンター

可能性を追求した設計
Artista CR805™ 再転写 ID カードプリンターは、デスクトップから直接、あらゆる種類
のカードのオンデマンド作成に必要な、鮮やかな色彩、カード素材の柔軟性、
セキュリティ
機能、耐久性を実現します。

• 高解像度の再転写印刷
• 耐久性に優れた、紫外線に強い顔料インク
• 強化されたセキュリティ機能

Artista CR805 再転写 ID カードプリンター
ソリューションのハイライト
あらゆるカードデザインにハイエンドな外観を実現
•6
 00 dpi の解像度の再転写印刷が、正確で写真画
質の画像だけでなく、
マイクロテキスト、バーコード、そ
の他のコンピュータ読取要素も提供
•顔
 料インクはリアルな肌のトーンを印刷することか
ら、各カード所有者をより正確に認証し、セキュリティ
を向上できます
•再
 転写テクノロジーによるオーバーザエッジ印刷は、
テクノロジーカードを含む、複数のカードタイプへの
印刷を実現します
•オ
 ンデマンド印刷とは、必要なデザインを正確に印
刷できることであり、事前に印刷されたカード用紙の
在庫を抱える必要がありません

優れた汎用性を活用可能
•企
 業バッジ、学生証、運転免許証などの高品質な ID
を印刷
•P
 VC から PVC 複合材、ポリカーボネート、または
PET カードタイプまで、ニーズと予算に合ったカード
素材に印刷
•ニ
 ーズの変化に応じて、より多くのカードの特長を実
現するためにインライン モジュールを追加

完全なカード発行ソリューションを構築
Artista CR805 カードプリンターは Instant ID ソフトウェ
ア、認定サプライ品、グローバルサービスと連動し、優れた成
果を実現する完全な ID 発行ソリューションをお届けします。

主な特長と利点
データの整合性を保護
•あ
 らゆるプリンターに組み込まれている TPM モジュール
– Remote Monitoring and Management（RMM）を
使用して、ユーザー固有の証明書とキーを安全な場所に
て挿入、管理、削除します
•セ
 キュアなブートにより、
マルウェアの兆候があると
きにシステムの起動を防止
•オ
 プションのロックにより、プリンターを不正使用か
ら保護
•オ
 プションのインライン触感モジュールが、カードの
セキュリティを強化

より耐久性のあるカードを発行し、
交換コストを節減
•顔
 料インクにより、紫外線による色あせに強く、より
長持ちする画像を提供
•再
 転写フィルムが高耐久性層を追加することで層が2
つになり、保護性能がさらに向上
•オ
 プションのインライン ラミネーション モジュール
が耐久性を強化

使用方法
• オプションのロックは、
カード、
リボン、再転写フ
ィルムおよび不良カードを保護します
• 取り付けが簡単なカラーリボンと再転写フ
ィルム
• ネットワーク接続用のイーサネットまたは USB
ポート
• インラインデボワーは、印刷後にカードを平坦
化します
• LCD 画面経由で選択可能なカラーモード
• オプションのスマートカードまたは磁気ストライ
プの暗号化

Artista CR805 再転写 ID カードプリンター
技術仕様
Artista CR805 プリンターの標準特長と仕様
印刷技術

顔料インクを再転写

印刷機能

片面または両面、オーバーザエッジ印刷

印刷解像度

1 インチあたり 600 ドット
（dpi）

印刷速度

フルカラー プリンティング
片面（CMYKP）– 1 時間あたり最大 100 枚のカード（cph）
両面（CMYKP-KP）– 1 時間あたり最大 66 枚 のカード（cph）

カラーモード

True Color（ICC）– カードのデザイン定義にできるだけ近い画像を印刷
レガシー SR / CR – SR200、SD300 および SR300e カードプリンターにできるだけ近い場所で印刷
鮮やか – 彩度とコントラストが高いプリンターカラー

カード容量

入力ホッパー – 最大 125 枚のカード
出力ホッパー – 最大 25 枚のカード（オプションの 125 枚のカードホッパー）
カード入力サイズ – 0.030～0.040インチ（0.76～1.01 mm）

動作環境

60°～95°F（15°～35°C）

外形寸法

L 21.4 × W 10.1 × H 15.6 インチ / L 54.34 × W 25.53 × H 39.68 cm

重量

28 ポンド（12.7 kg）、オプションによって異なります

接続性

USB およびイーサネット

保証

プリンター： 36 ヶ月の標準保証 / 印刷ヘッド： 制限付き有効期間保証

Artista CR805 のオプション特長と消耗品
磁気ストライプの暗号化

ISO / IAT 磁気ストライプの暗号化 / JIS 磁気ストライプの暗号化

マルチホッパー

6 つのコンパートメント マルチホッパー（6 つの 125 カードホッパー、合計 750 カードの容量）

WiFi

スマートカードの暗号化

次の WiFi タイプに対応： G（7 MB /秒）、N（100 MB /秒）
次の認証モードに対応： なし、WPA、WEP
1 つのネットワーク
（SSID）
とイーサネット有線接続を使用した WiFi 設置サポート
1 つのネットワーク
（SSID）
と USB 接続を使用した WiFi 設置サポート
デュアルバンド 2.4GHz ＆ 5GHz に対応
単線 – 接触 ISO 7816 T = 0、1
非接触 ISO 14443 A / B プロトコル、MIFARE プロトコルと FeliCa（DES および AES）
疎結合 –接触 ISO 7816 T = 0、1
HID iCLASS、読取/書込、
または読取専用エンコーダー
PC Prox

カラーリボン

1000 画像（片面）
500 枚（両面）
CMYKP-KP 750 枚
CMYP-KPi
750 枚
CMYKP-KPi 500 枚
FCMYP-KP 750 枚

クリア再転写フィルム

2 つのオプション：
1,000 画像（片面）、500 画像（両面）
1,500 画像（片面）、750 画像（両面）

CMYKP

詳細については、

888 690 2424
+1 952 933 1223
sales@entrust.com
entrust.com

ENTRUST CORPORATION について
ID、支払いの信頼性を高め、データを保護できるようにすることで、移り変わ
りの激しい世界のセキュリティ向上に努めてきたのが Entrust です。国境を
越える際も、商品を購入する際も、政府の電子サービスを利用する際も、企
業ネットワークにログインする際も、これまで以上にシームレスかつセキュア
な体験が求められています。このような様々な場面で欠かせない役割を果た
しているのが、Entrust の非常に豊富なデジタル セキュリティおよび ID 証
明書発行ソリューションです。2,500 人を超える社員、グローバルパートナー
のネットワーク、150 ヶ国以上の顧客を持つ Entrust に、世界で最も信頼さ
れている組織が信頼を寄せるのも不思議ではありません。

詳細については

entrust.com
Entrust、 Artista CR805、および Entrust Adaptive Issuance™ Instant ID は、
「米国および他の各国、またはそのいずれかの」.
Entrust Corporation の商標、
「登録商標およびサービスマーク、またはそのいずれか」. です。見本カードの名前とロゴは架空のもの
です。実際の名前、商標、または商号と類似性があったとしても、単なる偶然であり、意味はありません。©2019 and 2021 Entrust
Corporation. All rights reserved. DP22Q1-Artista-CR805-Card-Printer-DS

合衆国内から フリーダイヤル： 888 690 2424
国外から： +1 952 933 1223
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