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Sigma：次世代型のカード即時発行
Entrust Sigma 金融カード プリンタは今日の
クラウド環境に最適な設計になっており、世界
トップレベルの安全性を誇る金融カードを簡単
に発行できます。

•  シンプル：Sigma は開梱、カード発行から
プリンタの管理に至るまで、カード発行ソリ
ューションの使いやすさの面で世界をリード
している製品です。

•  セキュア：業界をリードする当社のカード発
行セキュリティ アーキテクチャにより、カー
ド発行プロセスの各過程でカードおよびお客
様の顧客データを保護します。

•  スマート：未来を見越したテクノロジーおよ
びスケーラビリティのおかげで、お客様はニ
ーズの変化に合わせてカード発行プログラム
を拡大できます。

主な機能と利点

世界トップレベルの使いやすさを誇る金
融カードプリンタ
•  直感的に操作できるプリンタのダッシュボー

ドを使用すれば、プリンタの状態確認、消耗
品の注文、クリーニングの状態確認、ファー
ムウェア更新、サポートへの問い合わせなど
を、すべてモバイル機器から行えます。

•  LCD ディスプレイに表示される QR コード
を自分で読み取るだけで、シームレスにハウ
ツー動画や他の役立つリソースにアクセスで
きます。

•  カラーを設定できる LED リングを使用すれ
ば、ブランド カラーを取り入れたり、お客様
の周辺環境に合わせてその他のカスタマイズ
を行ったりすることができます。

•  リボン カセットが搭載されており、簡単にリ
ボンを交換できます。

•  オプションのマルチホッパーを使用すれば、
単一のプリンタで複数のカードデザインを利
用できるようになります。

•  カード カセットを取り外せるため、非常に
簡単かつ安全にカードストックを一晩保管で
きます
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トップクラスのセキュリティ
•  セキュリティロックを伴うデュアル コントロ

ール アクセスがカード ストック、消耗品、不
良カードを保護してくれるため、Visa および 
MasterCard のセキュリティ要件をクリアす
ることができます。

•  簡単にカード ストックを取り外して一晩安全
に保管することができます。

•  セキュア ブートが起動時のシステムをマルウ
ェアやウイルスから保護

•  Trusted Platform Module（TPM）が、プリ
ンタ固有の TLS/SSL 証明書およびキーを管
理してくれます。

•  Entrust Adaptive Issuance TMソフトウェア
とプリンタ間の接続、および送信されるデー
タはともに暗号化されます。

•  印刷が完了した後、顧客データは暗号化さ
れ、またプリンタには保存されません。

•  当社のクラウド型即時発行ソリューション
は、業界で唯一 PCI-CP に準拠しています。

優れた柔軟性およびスケーラビリティの
おかげで、お客様の IT 環境に簡単に統
合可能
•  カード発行機能の一部 

 -  フルカラーあるいはモノクロの Direct-to-
Card 印刷

 -  磁気式エンコーディング

 -  接触型あるいは非接触型のスマート カー
ド エンコーディング

•  オンプレミス、クラウドホスト型のデプロイ
メントを選択可能

•  ニーズの変化に合わせて簡単にカード発行プ
ログラムを拡張可能 
 -  マルチホッパーを追加すれば、複数のデザ

イン済みのカードをフィード可能

 -  エンボッサーユニットを追加してメタリッ
ク仕上げのエンボス加工を施すことで、見
た目が上品なカードを制作

•  お客様があらゆる分野でスムーズに即時発行
プログラムを進められるよう、サービス一式
を提供
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標準的な機能および消耗品
印刷技術 昇華型/溶融型の熱転写方式
印刷機能 余白のない片面・両面のフルカラーおよびモノクロ印刷
印刷解像度 •  標準モード：1 インチ あたり 300 ドット（dpi）（300 × 600、300 × 1200）の

標準テキスト、バーコード、および画像印刷
•  Datacard® TrueMatch™ 印刷技術。ICC カラーワークフローに準拠する機能。

印刷速度 片面カラーリボン（YMCKT）：1 時間あたり最大 250 枚のカード（cph）
片面カラーリボン（YMCKT-KT）：1 時間あたり最大 180 枚のカード（cph）
両面モノクロ リボン（黒 HQ）：1 時間あたり最大 500 枚のカード（cph）

カード容量 入力ホッパー：125 枚（厚さ 0.03 インチの場合）
出力ホッパー：25 枚
不良カード保持トレイ：10 枚
フロント例外カードスロット

カード サイズ 厚さ：0.25mm～1.016mm（0.010 インチ～0.040 インチ）
寸法：ID-1、CR-79

動作環境 温度：15～35℃（60～95℉）
湿度：20％～80％RH（結露なきこと）

磁気ストライプによる暗号化 ISO 7811 スリートラック（高・低の飽和保磁力）をサポート
JIS Type II シングルトラック オプション

スマート カードのエン 
コーディング

単線接続、EMV レベル 1 準拠のカードを製作可能
•  接触型のスマート カードのエンコーディング：ISO 7816 T=0（T=1）、Class A 

5V（3V および 1.8V）
•  非接触型のスマート カードのエンコーディング：ISO 14443 – A および B、 

ISO 15693、MiFare Series、DESFire Series EV1/EV2、HID iCLASS 
Series、HID Prox（125 KHZ）

セキュリティ機能 •  ソフトウェア駆動のロックでカードストック、消耗品、不良カードホッパーを
保護

•  TLS/SSL 暗号化、AES-256 をサポート
•  ボルト留め可能
•  安全なケーブルロック（別売り）
•  遮蔽された出力ホッパー
•  パスワードで保護されたキャビネット
•  監査用のリセットできないカードカウンター

液晶画面の対応言語 英語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、日本語
外形寸法 プリンタ：44.2 cm × 22.6 cm × 22.9 cm / L 17.4 インチ × W 8.9 インチ × 

H 9.0 インチ
オプションのマルチホッパーを付けたプリンタ：58.4 cm x 34 cm x 41.1 cm 
（23 インチ × 13.4 インチ × 16.2 インチ）

重さ プリンタ：5.49 kg（12.1 lbs）
マルチホッパー付きプリンタ：14.02 kg（30.9 lbs）

接続性 イーサネット
ドライバの対応オペレー 
ティング システム

金融カード即時発行ソフトウェア 6.7（オンプレミス）および 8.2 
（as a Service）がサポート

保証 36 か月

技術仕様
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オプションの機能および消耗品
マルチホッパー 6 室のホッパー、容量はそれぞれ 125 枚（合計 750 枚）

カラーリボン YMCKT
YMCKT-KT
KTT
YMCKL-KT
ST-KT 
GT-KT

画像数 500
画像数 350
画像数 750
画像数 300
画像数 500
画像数 500

モノクロ リボン 黒、青、赤、緑、マット シルバー、マット ゴールド、メタリック シルバー、メタリ
ック ゴールド：画像数 1,500

カラーリボンの参考：Y=黄色、M=マゼンタ、C=シアン、K=黒、T=トップコート、S=マットシルバー、G=マット 
ゴールド
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シングルホッパー マルチホッパー
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