
Datacard® MX シリーズ システム
高度に差別化されたフラットカード用の独自の強 
力なカードツーエンベロープ ソリューション
Datacard® MX シリーズ ソリューションは、フラットカード パーソナライゼーション テクノロジーと
カードデリバリーシステムを完備しています。カード発行会社は、人目を引くカードからダイナミックな
アクティベーションラベル、大胆なカードキャリアまで、インラインでカスタマイズすることができ、ユ
ニークなデザインをカードホルダーに直接提供することができます。さらに、エンベロープの印刷、 
挿入、品質保証をシームレスに統合し、業務効率と主要なパフォーマンス指標を向上させます。

製品パンフレット

MX9100™
MXD810™
MXi810™

変わり続ける世界を守る



DATACARD® MX9100™ カード発行システム

今日の最も先進的で機能豊富なフラットカード パーソナライ
ゼーション プラットフォームは、決済カードから政府発行の 
ID まで、注目を集めるフラットカードへの急増する消費者
の需要を満たすために構築されています。このシステムは、
プログラム構築を成功させるために必要な速度、パワー、コ
ントロールを提供します。 
クラス最高の UV 硬化印刷技術が、優れた画像品質を保証し
ます。最大 4,000 CPH の定格速度に加え、インテリジェン
ス、品質、信頼性を組み合わせて、業界最高の実際のスルー
プットを実現します。

お客様独自のシステムを構築

•  システム コントローラ
•  大量カードインプット
•  カード クリーニング
•  ビジョン検証 Gen 2
•  磁気ストライプ暗号化
•  バレル スマートカードのパーソナライゼーション
•  高耐久性グラフィック印刷
•  ドロップ オンデマンド印刷 Gen 2
•  レーザー 450F
• レーザー 450G
•  点字パーソナライゼーション
•  カラーラベル印刷
•  ラベル貼付
•  カードバッファ / フリッパー
•  マルチカード バッファ
•  品質管理
•  大量カード アウトプット
•   Datacard® MXD810™ カード デリバリーシステム 
•  Datacard® MXi810™ エンベロープ挿入システム

フラット カード
のパーソナライ
ズと配送ソリュ
ーションを完備



強力な統合ソフトウェア：コントローラ ソフトウェアのインターフェイス一つで、MX9100 シ
ステムのあらゆる操作を行うことができます。この強力なソフトウェアはシステムへのアクセス
を管理し、カード作成やジョブ設定を可能にし、生産レベル監査を追跡することで、カードオペ
レーターの効率とセキュリティを高めます。

次世代テクノロジー：フルカラーでダイナミックなラベル印刷が可能なUV硬化性カード パーソ
ナライゼーション技術を活用して、ユニークで人目を引くカードやラベルをすべてインラインで
実現します。

真のフィールド モジュラリティ：他のシステムとは異なり、MX9100 システムは真のフィール
ド モジュラリティを提供します。まったく新しいモジュールまたは拡張モジュールを、ほんの数
分で現場にて設置できるため、Entrust が提供する比類のない投資保護を促進できます。

柔軟性に優れたスマートカード：革新的なバレル デュアル インターフェイス スマートカード 

モジュール（Adaptive Issuance™ チップ インターフェイス ソフトウェアを搭載）により、接
触、非接触、デュアル インターフェイス、コンビ スマートカードで様々なカプラーを選択でき
ます。拡張可能な設計は、複雑なスマートカード ネットワークに対応します。

包括的な品質保証：自動インライン品質管理テクノロジーは、物理的・電子的カード要素を自動
的に検証することにより、エラーと無駄を大幅に削減します。これらの機能は、手動検査の必要
性を減らし、スループットの向上とコストの削減に直接貢献します。

サービスおよびサポート：MX シリーズ プラットフォームは、150 か国以上にまたがるグローバ
ルな業界最大のサービスおよびサポート ネットワークに支えられています。オンラインおよび電
話によるサポートを 24 時間年中無休でご利用いただけます。

意図的に設計された革新的なフラ 
ットカードのパーソナライゼーション

MX9100 カード発行システム



大胆なグラフィックスとメッセー
ジングの提供

You know the importance of delivering high-quality driver’s licenses to your citizens and need a simple 

way to engage them while maximizing operational efficiency and minimizing costs, downtime and 

integration headaches. So, isn’t it tim
e to reimagine your card carriers and explore color printing?  

Not all printers are created equally.

Leverage on-demand variable printing capabilities with the RISO ComColor® GD 7330R inkjet printer, 

which seamlessly integrates with Datacard
® card delivery systems. Optimize productivity with minimal 

downtime and take advantage of CMYK + Gray printing for maximum flexibility to transform your card 

carriers into highly targeted, highly effective citizen communications. 

SELF-SERVICE OPTIONS

Direct citizens to online services 

information, forms and public records. 
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CITIZEN MAILINGS

For more information,  

contact your sales representative today.

PRINT DESIGNS & IMAGES IN FULL COLOR

Incorporate custom designs and images with 

the RISO ComColor GD 7330R inkjet printer.

MXD810 システムでは、次のモジュールおよびオプショ
ンを選択できます。

•  カード貼付

•  カード縦置き

•  白黒プリンタ

•  カラープリンタ

•  印刷済みフォームフィーダ

•  フレックス フォーム

•  フォーム バッファ

•  フォーム フォルダ

•  高速折りたたみキット

•  カードキャリア ストックおよびテンプレート検証 

•  カードキャリア ソーター

•  フォーム スタッカー

[First], [Last]

[Address]

[City], [State] [ZIP]

Dear [First], [Last],

LOOKING FOR FRESH IDEAS? 

MEASURABLE IMPACT?

Add personalization to your cards and mailings 

to get the business results you’ve been working 

towards. On-demand print technologies from the 

Entrust Datacard card issuance and card delivery 

portfolio allow you to go above and beyond 

cardholder expectations with dynamic custom 

content. Utilize a variety of label and paper sizes to 

print full-color images, add coupons or promotional 

offers, co-branding spotlights, or use the additional 

space to cross-sell other services your financial 

institution wishes to promote. The possibilities  

are endless — and the payoff is significant. 

Create card and label designs with colorful 

detail to help ensure your card is top of wallet.

Scan the QR code above to learn more.

Visit entrustdatacard.com/ 

insights/print-on-demand today!

Win The Hearts,  

   And Wallets,  

   Of Your Customers.



より大きく大胆なカード キャリアで、マーケティング担当者は新し
い方法でカード所有者にリーチして収益増加につなげられます。追
加のスペースを使用すれば、顧客ごとにカスタマイズしたメッセー
ジング、カードと特典の利用の促進、他の製品やサービスとのクロ
スセルができます。カード所有者のライフスタイルや好みに直接訴
えかける魅力的なカラーグラフィックおよび画像により、カード所
有者を惹きつけます。

MXD810 カード デリバリーシステム
合理化されたデータフロー：カード パーソナライゼーションおよびカード デリバリーシステムはどち
らも 1 組のデータとファイル名を使用するため、データ セキュリティが向上し、IT 担当者の介入を削
減できます。

縦型カードのトレンドに対応：カードの向きに合わせて、ジョブ サイズを縮小することなく、カードの
向きの柔軟性を広げます。キャリア上で動的に横向き、縦向きにカードを配置して、顧客の要望に応え
ることができます。

オンデマンドのカラー印刷：高品質印刷のおかげで、事前印刷フォームの在庫を大量に抱える必要がな
くなります。鮮明なフルカラーのレーザー印刷を使用することで、簡単にインパクトのある郵便物を作
ったり、販促用コンテンツを郵便物に追加したりすることができます。

柔軟なフォームサイズ：この追加のスペースは、契約条件の追加部分を印刷したり、郵便広告に相互販
促用コンテンツを追加したりするのに最適です。

生産を再編成して稼働率および効率を大幅に向上：カードキャリア ソーティングにより、インラインの
プロセスを効率化したり、完成したカードキャリアを再編成したりすることができる柔軟性を得られる
ため、生産を最大化できます。

ビジネス チャンスにつながる、
強化されたカード デリバリー 

MXD810 カード デリバリーシステム



強力な挿入機能を追加すれば、高品質の最終郵便物を仕上
げるうえで求められる信頼性とセキュリティを確保できま
す。カードの郵便物に様々なインサートおよびフォームを
追加して各パッケージをカスタマイズすれば、顧客との長
期的関係の構築につながります。

MXi810 エンベロープ挿入システム
高い生産性を実現：MXi810 システムには、連続インラインの強みをさらに活かすため
に、強力なエンベロープ挿入システムが備わっています。プロセス全体に自動化機能が
組み込まれており、ダウンタイムおよびオペレーターの介入を最小限に抑えながら、素
早くジョブを変更できます。

分岐および並べ替え：生産の優先順位をコントロールし、ビジネスニーズに合わせてシ
ステムを稼働できます。強化された機能により、郵便物を自動的に振り分けたり、郵便
物に優先順位を付けたり、アウトプットを整理したりすることで、効率良く配送するこ
とができます。

精密なパッケージ：インライン検証が自動的に各パッケージの重量を測定、もしくはそ
れぞれの厚さをチェックして、エンベロープ中のカードおよびインサートがカード所有
者ごとに適切であり、キャリアが正しいかどうかを毎回検証します。

選択的挿入：大規模なジョブの実行を促進し、生産スループットを高めるインテリジェ
ンスが組み込まれています。

パッケージのカスタマイズ：カスタマイズされたオンデマンドのメッセージ、静的ロゴ
をエンベロープに印刷できます。

特典プログラムをサポート：カードキャリア フィーディングでは、単一のパッケージ
で追加のカードキャリアを挿入できます。そのため、多くのカードを単一のパッケージ
にまとめられます。

効率的な挿入



MXi810 システムでは、次のモジュールを選
択できます。
•  インサート フィーダ

•  シートフィーダ/フォルダ

•  アキュムレータ/フォルダ

•  インサーターベース

•  エンベロープ印刷

•  検証

•  標準分岐

•  大量垂直コンベヤ

•  カードキャリア フィーダ
MXi810 エンベロープ挿入システム

完全なカードトゥエンベロープ ソ
リューション
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データカード MX シリーズ システム
技術仕様

Entrust、Datacard、MX9100、MX8100、MX6100、MX2100、MXD810、MXi810 は、米国およびその他の国、またはそのいずれかにおける 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。見本カードの名前および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。Microsoft Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。©2018-2021 Entrust Corporation. All rights reserved. 
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MX9100™
MXD810™
MXi810™

豊富な選択肢の中から選べ
る MX シリーズの革新的
なカード パーソナライゼ
ーション機能の詳細につい
ては、entrust.com をご
覧ください。 
今すぐ info@entrust.com 
にお問い合わせください

本社
電話：+1 952 933 1223

entrust.com

info@entrust.com

MX9100、MXD810、MXi810 システム仕様 

定格速度 MX9100：最大 4,000 CPH、MXD810 および MXi810 の場合：最大 3,500 CPH  
速度は構成によります。具体的な情報については、モジュールのデータシートをご参照ください。

オペレーティング システム Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 

テンプレート管理 Microsoft® Word 2019

最大構成
MX9100：最大 30 モジュール
MXD810：パーソナライゼーション システムごとに最大 1 システム
MXi810：MXD システムあたり最大 1 システム

フォームごとのカード
フォーム上の任意の場所にカード最大 4 枚
カード縦置きオプションの場合はカード最大 5 枚

プリント可能データ PCL（白黒）、PostScript（カラー）、PDF

電気必要条件
MX9100：230V、50/60Hz、15A
MXD810：230V、50/60Hz、30A
MXi810：230V、50/60Hz、30A

動作要件
室温：18°～ 27°C（65°～ 80°F） 湿度：35％ ～ 85％（結露しないこと）
適度な通気を確保するために、システム周辺のサービス エリアを 76.2 cm（36 インチ）以上にすることをお勧めします。
具体的な情報については、モジュールのデータシートをご参照ください。

保管要件 室温：10°～ 54°C（50°～ 130°F） 湿度：0％ ～ 85％（結露しないこと）

各機関承認 FCC、UL、cUL、CE、RoHS に準拠

対応カード タイプ ISO/IEC 7810 ID-1 サイズ、30 ミル（+/- 10％） 

対応カード素材 PVC、複合材、ポリカーボネート、ABS、PET、PETG など、ほとんどのカード素材が加工可能です。 
パーソナライゼーションまたは検証技術により制限がある場合があります。

注：MX9100 システム モジュールは、 Datacard® MX8100™ カード発行システム、 Datacard® MX6100™ カード発行システム、または DATACARD® MX2100™ カード発行システムでは
使用できません。MX8100、MX6100、MX2100、システム モジュールは、MX9100 システムでは使用できません。詳細については、それぞれのモジュールのデータシートを参照してくだ
さい。

注：フォルダ / フリッパー機能は、高速折りたたみキットでのみ使用できます。

インテリジェントなエンドツーエンドのカード発行

変わり続ける世界を守る
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