
デザイン ガイド

グラフィック アーティスト用 – 
再転写カード
Artista VHD再転写カラー印刷モジュール Gen 2
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グラフィック デザイナーのためのデザイン ガイド – カード 

Artista VHD 再転写カラー
プリンターモジュール
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オンデマンド印刷用にカード デザインを最適化

Artista® VHD 再転写カラー印刷モジュール Gen 2 により、精細な
ディテールおよび素晴らしい色を持つ 600 dpi の高品質な画像を
印刷できます。エッジトゥエッジの印刷機能により、背景領域全体
（あるいはそれ以下）をカバーするカード デザインを簡単に実現で
きます。再転写テクノロジーは精細なディテールを持つグラフィッ
ク画像から鮮やかなスナップ写真に至るまで、様々なカードの画像
およびデザイン タイプに対応できます。

背景全体を再転写印刷する際のアートワークの作成

背景全体を覆う画像を印刷する際、パーソナライゼーション中に色
の一貫性（パーソナライゼーション時の色の再現性）を保つことが
重要です。アートワークおよび作業の流れに関する色管理ポリシー
を組織で導入すれば、高品質の結果を得られやすくなります。この
ガイドでは、アートワークのプロセスに役立つ推奨事項をご紹介し
ます。

色管理

インターナショナル カラー コンソーシアム（ICC）の規格を活用
することで、色管理を簡素化できます。これらのガイドラインに従
ってアートワークを作成することで、カードのデザインおよび承認
プロセスを合理化できます。ICC の色管理についてさらに知りたい
場合は、sarah.uwimana@entrust.com にお問い合わせいただく
ことで色管理の動画にアクセスできるようになります。
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2.  一貫したファイル形式（TIFF）ですべての
画像ファイルを保存します。

1.  画像ファイルに必ず ICC カラープロファイル
（色空間）を埋め込みます。これにより、MX 

システムのコントローラー ソフトウェアが印
刷機に対して画像の色を正しくマッピングす
ることができます。

Artista VHD モジュールを使用して印刷する画像についての主な推奨事項
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背景デザインに入れる要素

金融機関のカードをデザインする場合、口座名/番号、有効期限、決済ブランドのロゴおよびチップの配置
は、ISO 規格およびペイメント ブランドの規制によってあらかじめ決められています。カードの残りのス
ペースは柔軟にカスタマイズできます。

金融機関のロゴやプログラム名。静的な場合は埋め込みを
行います。可変の場合は埋め込みを行わないでください。

600 dpi、エッジトゥエッ
ジの背景画像

幅 2100 ピク
セル

13
4

4
 ピ
ク
セ
ル

BIN および有効期
限の見出しは生産時
に印刷されます。 
埋め込みをしない 
でください。

エンボス加工/フラット テキストおよび番号。 
埋め込みをしないでください。

提携ブランドのロゴ印刷で、
カードの事前印刷を省略で 
きます*。

ユニークなカードのデザイン要素

メタリック シルバーやゴールド、提携ブランドのロゴマーク、エンボス加工のような他のテクノロジーなどの
要素を加えれば、より良い結果を得られます。

注*：提携ブランド（Visa や MasterCard）の仕様は、Entrust のガイドラインよりも優先されます。提携ブランドに関してす
べてのプロセスが完了していることを確認してください。



5

空白の白いカードからパーソナライズ

カード発行者は再転写印刷により、完全にエッジトゥエッジの 600 dpi の画像を白色のカード ストックに
印刷できます。画像を動的に印刷することで、カード所有者が画像を選んだり、さらには独自の画像を送
って印刷したりすることもできます。

図 1. 空白の白いカード ストックから開
始します。

図 2. カード所有者が、カード発行者が用
意したギャラリーの画像あるいは独自の
画像を選択します。

図 3. カード発行者は選択済みの画像に
ブランド要素を追加し、再転写テクノ
ロジーを使って画像を印刷できます。

スポットカラーおよびノックアウトを使って印刷

スポットカラーやノックアウトを画像に取り入れることでも、ユニークなカードをデザインできます。 
2 枚目の画像と共に、専用のプリントヘッドおよびスポットカラーリボンが必要です。プロセスカラーを
使って背景全体を印刷するために最初の画像を使用し、もう一方の画像でスポットカラーを追加して最終
的な出力を行います。スポットカラーには次のようなものがあります：メタリック シルバー、メタリック 

ゴールド、ホワイト。

以下の画像は、市場でよく見られるスポットカラーおよびノックアウトの 2 種類の例です。スポットカラ
ーの上にプロセスカラーを適用することで、特別なメタリック効果を生み出すことができます。またはノ
ックアウト（中抜き）により、プラスチックの色が最終的な画像の中で透けて見えるようになります。こ
れは以下のロゴのボックスのように、白色の印刷が必要な場合に有効です。

メタリックなスポットカラーで差別化

カード発行者は再転写印刷により、画像やロゴを追加することで事前印刷済みのカード素材を活用できます。

図 1. スポットカラー印刷のノックアウ
ト領域がある背景を印刷する最初の画
像です。

図 2. スポットカラーを印刷する、あるい
はノックアウトの 2 枚目の画像です。スポ
ットカラーを転写できるようにするには、
画像を黒一色（グレースケールまたはモノ
クロ）にします。

図 3. シルバーのスポットカラーを使用
したカードの完成品。インデント印刷と
エンボス加工技術を使ってパーソナライ
ズ用のデータが加えられています。
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スポットカラーを使って事前印刷済みのカード素材をカスタマイズ

カード発行者は再転写印刷により、画像やロゴを追加することで事前印刷済みのカード素材を活用できます。

図 1. 白色のスポットカラーのブロック
を印刷する最初の画像です。

図 2. カラーのロゴを印刷するための 
2 枚目の画像です。

図 3. 事前印刷済みのカードにノックアウトのボ
ックスおよびロゴを追加したカードの完成品。
エンボス加工技術を使ってパーソナライズ用の
データが加えられています。

事前印刷済みのカード
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画像のレイアウトおよび形式

画像サイズ •  88.9 mm x 56.9 mm、2100 x 1344 ピクセル（4 辺すべてのブリードを含む）
•  解像度 600 dpi

テキスト

•  可変テキストは MX システムにあるフォントを使用します。MX コントローラーが使用できるフォントを指定す
るようにしてください

•  Microsoft Windows オペレーティングシステム用の TrueType および OpenType フォントを含むスケーラブ
ルフォントをサポートしています

フォント サイズ
•  Serif フォントの場合、可読性を保つために Sans Serif フォントの場合よりもポイントサイズを大きくしなけれ

ばならないことがあります
•  ポイントサイズ 4 以下では、可読性をテストしてください

サポートされて 
いる色空間

画像の描画/合成作業はすべて、定義済みの RGB 作業用色空間で行われます

作業用色空間および非 ICC RGB 画像、またはそのいずれかをサポートするための、デプロイ済みの RGB ICC 作業
プロファイル
•  sRGB IEC61966-2.1（デフォルト）
•  sRGB IEC61966-2-1 black scaled
•  sRGB v4 ICC preference perceptual intent beta
•  Adobe RGB 1998（sRGB よりも色域が広く、Artista VHD モジュール Gen2 の色域に最も近い）
•  ECI RGB v2 ICCv4

スポットカラー 
および中抜き画像

•  CMYK はサポート対象外
•  グレースケールおよびモノクロのみ

画像を保存す 
る場合

•  必ずマスターバージョンから作業を行い、既存の色空間（sRGB IEC61966-2/1 など）で広い色域を確保し、すべ
てのレイヤーおよびエフェクトをそのまま保持します

•  本番制作用に、「名前を付けて保存」を使用して新しいファイル（コピー）を制作に適した形式で保存します
•  本番制作用ファイルの平滑化を行い、レイヤーを除去して透過をファイナライズする必要があります
•  JPEG として保存する場合は次の画像オプションを選択します：最低圧縮率（最高品質）
•  JPEG として保存する場合は次のフォーマット オプションを選択します：ベースライン（標準）

Entrust は、非圧縮またはロスレス圧縮の形式（例：TIFF）を推奨しています。それが無理な場合は、最低の圧縮率が理想的です。圧縮率を高くする
と画像から一部の情報がなくなり、特にグラデーションを使用する画像において、バンディングやポスタリゼーションなどのアーチファクトが画像に
生じるおそれがあります。低い圧縮率であれば、ICC ワークフローの色の一貫性にあまり影響しいと考えられます。

技術情報
提携ブランド（Visa や MasterCard）の仕様は、Entrust のガイドラインよりも優先されます。 
提携ブランドに関してすべてのプロセスが完了していることを確認してください。

sarah.uwimana@entrust.com に連絡して Visa または Mastercard のブランドマークの概要ドキュメントを入手
してプロセスを確認し、サポート キットのコンテンツを受け取って提携ブランドに対応した提出を行えるようにし
てください。サポート キットを使用すれば、本番で使用できるブランドマークのアートワーク ファイル一式にア
クセスできます。
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ファイル形式 RGB サポート CMYK サポート 圧縮 
（通常のデフォルト） 通常の使用

TIFF あり あり ロスレスまたは非圧縮 •  高解像度の画像印刷
•  最高品質

JPEG あり あり ロスレス
•  写真の画像と共通
•  メール送信可能なサイズ
•  ファイルサイズに応じて中～高品質

PNG
あり

グレースケールおよ
びモノクロ

なし ロスレス
•  印刷およびウェブ画像
•  中品質
•  画像の透過領域をサポート

BMP あり なし 非圧縮形式 •  中～高品質

推奨されるファイル形式（優先度順）



ENTRUST CORPORATION について
Entrust は、信頼できるアイデンティティ、支払い、データ保護を可能に
することで、世界の安全に寄与しています。国境の有無に関係なく、商品
やサービスの購入、電子政府サービスへのアクセス、企業ネットワークへ
のログインなど、今日ますますシームレスで安全な体験が求められていま
す。Entrust は、こうしたやり取りのすべてのまさに核心部において、非常
に幅広いデジタルセキュリティやクレデンシャルの発行ソリューションを提
供しています。2,500 名を超える社員、グローバルパートナーのネットワー
ク、150 か国以上の顧客を抱える当社に、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。

詳細はこちらから

888.690.2424 
+1 952 933 1223 

sales@entrust.com 
entrust.com

Entrust および六角形のロゴは、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。他のすべてのブラン
ド名や製品名は、それぞれの所有者に帰属します。Entrust Corporation は製品およびサービスを継続的
に改善しており、事前の通知なしに仕様を変更する権利を留保します。Entrust は機会均等雇用者です。 
© 2021 Entrust Corporation. All rights reserved. CI21Q3-artista-vhd-design-guide-tm

詳細はこちら：

entrust.com
グローバル本社
1187 Park Place, Minneapolis, MN 55379
米国内 フリーダイヤル：888 690 2424
国際電話：+1 952 933 1223
info@entrust.com  entrust.com/contact

http://entrust.com
http://entrust.com/contact

