
独自セキュリティ対応プリンタ

DCP-300

DCP-300は、カードにすかし印刷が出来る機能「Holokote®」に対応し
ています。Holokote®のデザインは追加費用なしで標準で4種類の画像か
ら選択可能です。
また、オプションであるCustom Holokote®を利用すれば、企業ロゴな
どオリジナルロゴがすかし印刷でき、より強固な偽造防止に役立つことは
間違いありません。
また1台でエンコード(磁気・IC)と印刷のすべてに対応することが出来るた
め、セキュリティ性の高いカード作成が簡単にできます。
アイアンドディのカード発行管理ソフト「ID Maker」シリーズと併せて使用
することで印刷とエンコードを1回の発行で同時処理できるため、カードの
取り違えのリスクもなく安心してご使用いただけます。
※機種グレードによってエンコードの可否は異なります。ご注意ください。

セキュリティ Holokote®対応 ICCプロファイル対応

選べる保守プラン

DCP-300はICCプロファイルに対応しており、ソフトウェアとプリンタ間
の色ずれ軽減により設定した通りのイメージを作りやすくなりました。
また、印字速度は片面カラーで23秒/枚とこのクラスのダイレクトプリンタ
の中ではトップクラスの速度であり、速度と品質を高レベルで兼ね備えてお
ります。

高機能・高品質

DCP-300はプリンタヘッドも含めた2年間の無償保証期間を設けてお
り、さらに期間終了後も安心してご利用いただける保守サービスをご用意
しており、目的に応じたオプションも選択可能です。
またアイアンドディのカード発行管理ソフト「ID Maker」シリーズをご利用
いただくことで、より安定した運用が可能です。

安　心

カード発行ソフト

対応

高速・高品質
独自セキュリティ「Custom Holokote」対応Ⓡ
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内蔵ICエンコーダユニット(工場出荷時オプション)
カスタムホロコート(最大4種まで)

オプション

追加費用の必要のない偽造抑制機能 「HoloKoteⓇ」

詳細仕様
印刷方式 カラー：昇華型ダイレクト印刷方式、モノクロ：溶融型、リライト印刷対応
解像度 短辺 × 長辺：300dpi × 300dpi
カードセキュリティ ホロコート4種(標準)、カスタムホロコート(オプションで4種まで)
無償保証期間 2年間(送料相互負担のセンドバック対応。なお消耗品を除きます)
インターフェース USB
対応OS Windows10
カード容量 ホッパー：100枚、スタッカー：70枚
適用カード JIS-X6301準拠PVCカード
電源 AC 100 - 240V　50/60Hz
サイズ・重量 215mm(W) × 408mm(D) × 242mm(H)、4.98kg ※ホッパー、スタッカーを含む
印刷速度 カラー標準：約23秒、モノクロ：約6秒/面　(いずれも片面印刷時・データ転送速度を含まず)
利用環境 標準的な事務室内環境(10℃～30℃)

インクリボン
DCR300C5-300 カラーリボン(Y, M, C, K, OP　300画面/巻)
DCR1500B1 モノクロリボン(K　1,000画面/巻) ※Holokoteには対応していません
DCR300B2 モノクロリボン(K, OP　600画面/巻) 
DCR300C6 両面用リボン[表カラー：裏モノクロ](Y, M, C, K, OP, K　250枚/巻)　※Holokoteは表のみ対応です

機種グレード
DCP-300 片面印刷プリンタ
DCP-300R 両面印刷対応プリンタ
DCP-300RM 両面印刷対応プリンタ+磁気エンコード対応

DCP-300 PRINTER SPECIFICATIONS

カードスタッカー
容量70枚

総発売元

※ Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ HoloKoteⓇ・HoloPatchⓇ・Custom HolokoteⓇはMagicard社の商標です。
※ カタログに記載の仕様は予告なく変更することがあります。　※ ID Maker は株式会社アイアンドディの登録商標です。

株式会社 アイアンドディ
本 社 〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-2-7 山陽染工瓦町ビル4F

TEL.06-6229-0033（代）　FAX.06-6229-0222

東京支店 〒103-0024  東京都中央区日本橋小舟町15-10 小舟町ビル5F
TEL.03-5645-1141　　　FAX.03-5645-1150

名古屋営業所 〒460-0008  愛知県名古屋市中区栄5-28-12 若宮ビル8F
TEL.052-238-6801　　　FAX.052-238-6845

www.aidi.co.jp
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Custom HoloKoteⓇ

ユーザーオリジナルの画像で透かし印刷
が一定箇所に可能となります。画像情報の
データをプリンタ本体に保存することで対
応します。（オプション機能）

Encoding
エンコードオプション
発行ソフトID Maker シリーズを利用いただくことで磁気エンコード、
ICエンコードを印刷と同時に行うことができます。

HoloKoteⓇ

カードの一定箇所にすかし印刷ができま
す。追加費用なしで、4つの標準画像から選
択することが可能です。

HoloPatchⓇ

別売りの金箔処理をされた専用のカード
をプリンタに装填することによってより
はっきりと透かし印刷を確認することがで
きます。（別売カード必要）

カスタムホロコート
（オプション）

オリジナル
ロゴ

安心安全、目的に合わせて
選べる保守プラン
製品購入時に同時加入で安定運用をサポート。
基本プランの他、様々なオプションをご用意。
ユーザー様の目的に合った組み合わせで
ご利用いただけます。

標準パターン

カードホッパー　容量100枚
ICCプロファイル対応

手差し用挿入口
HolokoteⓇ印刷対応
Custom HolokoteⓇ

印刷対応

他の機器ではプリンタでカード印刷後、インクリボンではなく別売りのホロシート等
に別機器で処理を行うことが多いのですが、HoloKoteⓇは、プリンタとインクリボン

（単色リボンを除く）だけの追加費用なしでご利用いただけます。

カード全体で6×4の枠に分けられ、
ユーザーが印刷したい場所のみに印
刷することができます。

HoloKoteⓇと組み合わせた更なる偽造抑制対策HoloPatchⓇも用意しています。
詳しくは、販売店にお問い合わせください。

HoloKoteⓇの画像は、下記の4種から選ぶことができます。
またカスタムホロコートも対応が可能です。（オプション）

●HoloKoteⓇの仕組み ●HoloKoteⓇの画像を配置できる場所

●HoloKoteⓇで利用できる画像
●HoloPatchⓇ

jsc_macbook
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DCP-600は、カードにすかし印刷が出来る機能「Holokote®」に対応し
ています。Holokote®のデザインは追加費用なしで標準で10種類の画像
から選択可能です。
また、オプションであるCustom Holokote®を利用すれば、企業ロゴな
どオリジナルロゴがすかし印刷でき、より強固な偽造防止に役立つことは
間違いありません。
また1台でエンコード(磁気・IC)と印刷のすべてに対応することが出来るた
め、セキュリティ性の高いカード作成が簡単にできます。
アイアンドディのカード発行管理ソフト「ID Maker」シリーズと併せて使用
することで印刷とエンコードを1回の発行で同時処理できるため、カードの
取り違えのリスクもなく安心してご使用いただけます。
※機種グレードによってエンコードの可否は異なります。ご注意ください。

DCP-600はICCプロファイルに対応しており、ソフトウェアとプリンタ間
の色ずれ軽減により設定した通りのイメージを作りやすくなりました。
また、モノクロについてはカード長辺方向に解像度600dpiでの印刷が可
能であり、細かい文字も鮮明に表現することが可能です。
さらに、印字速度は片面カラーで19秒/枚とダイレクトプリンタの中でも
トップクラスの速度であり、速度と品質を高レベルで兼ね備えております。

DCP-600はプリンタヘッドも含めた2年間の無償保証期間を設けてお
り、さらに期間終了後も安心してご利用いただける保守サービスをご用意
しており、目的に応じたオプションも選択可能です。
またアイアンドディのカード発行管理ソフト「ID Maker」シリーズをご利用
いただくことで、より安定した運用が可能です。

カード発行ソフト

対応

高速・高品質・高解像度
独自セキュリティ「Custom Holokote」対応
最上クラスのダイレクトプリンタ

Ⓡ

1枚19秒の高速印刷/文字の繊細印刷Holokote®対応

選べる保守プラン

セキュリティ 高機能・高品質

安　心

独自セキュリティ対応プリンタ

DCP-600
新 商 品



詳細仕様
印刷方式 カラー：昇華型ダイレクト印刷方式、モノクロ：溶融型、リライト印刷対応
解像度 短辺 × 長辺：300dpi × 300dpi(モノクロのみ 300dpi × 600dpi対応)
カードセキュリティ ホロコート10種(標準)、カスタムホロコート(オプションで10種まで)
無償保証期間 2年間(送料相互負担のセンドバック対応。なお消耗品を除きます)
インターフェース USB
対応OS Windows10
カード容量 ホッパー：100枚、スタッカー：70枚
適用カード JIS-X6301準拠PVCカード
電源 AC 100 - 240V　50/60Hz
サイズ・重量 211.5mm(W) × 475.5mm(D) × 248mm(H)、4.7kg ※ホッパー、スタッカーを含む
印刷速度 カラー標準：約19秒、モノクロ：約5秒/面　(いずれも片面印刷時・データ転送速度を含まず)
利用環境 標準的な事務室内環境(10℃～30℃)

インクリボン
DCR600C5-300 カラーリボン(Y, M, C, K, OP　300画面/巻)
DCR1500B1 モノクロリボン(K　1,000画面/巻) ※Holokoteには対応していません
DCR600B2 モノクロリボン(K, OP　600画面/巻) 
DCR600C6 両面用リボン[表カラー：裏モノクロ](Y, M, C, K, OP, K　250枚/巻)　※Holokoteは表のみ対応です

機種グレード
DCP-600 片面印刷プリンタ
DCP-600R 両面印刷対応プリンタ
DCP-600RM 両面印刷対応プリンタ+磁気エンコード対応

オプション
内蔵ICエンコーダユニット(工場出荷時オプション)
カスタムホロコート(最大10種まで)

総発売元

※ Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ HoloKoteⓇ・HoloPatchⓇ・Custom HolokoteⓇはMagicard社の商標です。
※ カタログに記載の仕様は予告なく変更することがあります。　※ ID Maker は株式会社アイアンドディの登録商標です。

株式会社 アイアンドディ
本 社 〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-2-7 山陽染工瓦町ビル4F

TEL.06-6229-0033（代）　FAX.06-6229-0222

東京支店 〒103-0024  東京都中央区日本橋小舟町15-10 小舟町ビル5F
TEL.03-5645-1141　　　FAX.03-5645-1150

名古屋営業所 〒460-0008  愛知県名古屋市中区栄5-28-12 若宮ビル8F
TEL.052-238-6801　　　FAX.052-238-6845

www.aidi.co.jp

2004-0-1-CT

DCP-600 PRINTER SPECIFICATIONS

カードスタッカー
容量70枚

カードホッパー　容量100枚
ICCプロファイル対応

手差し用挿入口
HolokoteⓇ印刷対応
Custom HolokoteⓇ

印刷対応

追加費用の必要のない偽造抑制機能 「HoloKoteⓇ」

Custom HoloKoteⓇ

ユーザーオリジナルの画像で透かし印刷
が一定箇所に可能となります。画像情報の
データをプリンタ本体に保存することで対
応します。（オプション機能）

Encoding
エンコードオプション
発行ソフトID Maker シリーズを利用いただくことで磁気エンコード、
ICエンコードを印刷と同時に行うことができます。

HoloKoteⓇ

カードの一定箇所にすかし印刷ができま
す。追加費用なしで、10種の標準画像から
選択することが可能です。

HoloPatchⓇ

別売りの金箔処理をされた専用のカード
をプリンタに装填することによってより
はっきりと透かし印刷を確認することがで
きます。（別売カード必要）

カスタムホロコート
（オプション）

オリジナル
ロゴ

安心安全、目的に合わせて
選べる保守プラン
製品購入時に同時加入で安定運用をサポート。
基本プランの他、様々なオプションをご用意。
ユーザー様の目的に合った組み合わせで
ご利用いただけます。

標準パターン

他の機器ではプリンタでカード印刷後、インクリボンではなく別売りのホロシート等に
別機器で処理を行うことが多いのですが、HoloKoteⓇは、プリンタとインクリボン（単色
リボンを除く）だけの追加費用なしでご利用いただけます。

カード全体で6×4の枠に分けられ、
ユーザーが印刷したい場所のみに印
刷することができます。

HoloKoteⓇと組み合わせた更なる偽造抑制対策HoloPatchⓇも用意しています。
詳しくは、販売店にお問い合わせください。

HoloKoteⓇの画像は、下記の10種から選ぶことができます。
またカスタムホロコートも対応が可能です。（オプション）

●HoloKoteⓇの仕組み ●HoloKoteⓇの画像を配置できる場所

●HoloKoteⓇで利用できる画像

●HoloPatchⓇ
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