
iX-5AF 郵便料金計器 
 

 

 

 

 

 

iX-5AF 郵便料金計器 

どんなオフィスにも最適 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経験 
世界レベルで業界をリ
ードしてきた豊かな歴
史 

 

実績 
96%の顧客満足
度 

専門知識 
年間80億件のカスタ
マイズ経験 

専門家も 
認める性能 
Gartner社、
Forrester社、
Aspire社 



iX-5AF 郵便料金計器 
 

 
 

印刷文書を郵送するための最適なソリューション 
 

iX-5AF郵便料金は顧客とのコミュニケーションにおいて競争力を高めたいとお考えのお客様のご要望を、 

簡単で便利な方法で実現します。耐久性の高いキーパッドと大型のカラースクリーンによりさらに操作性が向

上したiX-5AFは標準搭載された自動フィーダーによりすべての郵便物を迅速に処理することが可能です。 

 

iX-5AFは、封書や小包等の郵便業務にかかる時間を大幅に削減することができ、さらに正確な郵便処理を実現することができます。 

また、iX-5AFの設計、生産、配送の各プロセスにおいて二酸化炭素排出量削減に大きく貢献し環境に配慮しております。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      デザイン（省スペース） 

iX-5AFは、人間工学に基づいたコンパクトなデザインを採用し、 

さらに大型カラーディスプレイを搭載することにより操作性が向上 

 

しているのが特徴です。 

 

 

 

オートフィーダー 

       オートフィーダー機能 

iX-5AFにはオートフィーダーが標準装備されており、同一料金

の郵便物を機械にセットするだけで自動搬送され作業が完了し

ます。 

標準装備のキャッチトレー 

スケール（オプション） 

       選べるスケール 

オプションで３kg、10kg、35kgのスケールが選択可能です。 

オートラベルディスペンサー 

  ユーザーフレンドリー（直感的な操作パネル） 

ショートカットキー付きのシステムで非常に迅速かつ簡単に操作

でき、封書から大きめの小包まで、あらゆる種類の郵便物を柔

軟に計量・処理することができます。 



 

iX-5AF 郵便料金計器 

iX-5AF：高性能な自動システム 

～切手の代わりに郵便料金を印字～ 

成長企業は付加価値があり作業効率を向上する業務機器を利用 

しています。 

 

グラフィック画面を取り入れたクアディエントiX-5AFは操作が簡単な 

だけではなく、静音設計で高性能です。人間工学に基づいたデザイ 

ンは省スペース型でどのようなビジネス環境にもフィットします。 

 

さらに、最新テクノロジーとオンラインサービスは郵便業務に必要な 

最高のソリューションをもたらします。 

 

操作画面 デザインを一新した大型カラーグラフィック画

面で簡単に操作が可能になりました。 

 

郵便物の大量処理に対応 郵便物を自動送りする封

かん機能付きオートフィーダーを標準装備しております。 

 

便利なラベルフォルダー 自動送り可能なオートラベルデ

ィスペンサーを標準搭載しています。 

 

プロ仕様の郵便物 会社のロゴ、住所、広告などを印

字することができます。 

 

 
 

高速接続 

高速インターネット接続により、最新の料金、ソフトウェア

アップデート、インク残量警告などが素早く簡単に利用で

きます。iX機はすべて、ネットワークに対応しています。 

 

 
 

スマートな周辺機器 

部門をスキャンするためのバーコードスキャナーや、レポー

トを印刷するためのUSBプリンタなどのオプション周辺機

器を接続する事で、更に作業時間を節約することができ

ます。 

 

Smart Startテクノロジー 

ディファレンシャルウェイングモードで封筒をスケールから 

1通抜くと、iX-3が郵便料金を計算し、ローラーが自動で

起動し、郵便料金の印字が可能になります。 

郵便料金計器とパソコンを接続し、郵便料金

計器で処理したデータ（使用した料金）

をパソコンに取り込み、パソコン上で各種集計

レポートを自動作成するシステム。

日計から月計、または指定の期間で、それぞれ

使用した種類別、部門別の郵便料金の集計

レポートを作成。1台のMASスタンダードで最大

4台までの郵便料金計器と接続、郵便料金全

体の管理が可能。

部門管理

iX-5シリーズは標準で35まで部門登録ができ

ます。部門数や名称を変更したい場合、USB

メモリを介して部門データをPCに取り込むこと

で、追加や変更が簡単にできます。更新された

部門データを、郵便料金計器に再び取り込む

だけで作業は完了です。

各種集計機能

指定した最大13ヶ月間の月単位または日単

位の集計ができるため使用した通数と使用金

額を画面で把握することができます。さらに

USBメモリを介して集計データをPCに取り込む

ことも可能です。特定の部門に対しても通数と

使用金額を画面にて確認することができます。

QUADIENTMAS(iX-3/5/7オプション)郵便料金計器用集計システム



 

iX-5AF 郵便料金計器 

 

クアディエントサービス 

クアディエントサービスを利用するとiX-5AFの生産性が大きく向

上します。当社のサービスコンセプトは、トラブルの予防を中心に 

構築されているため、不具合を素早く解消することができます。 

クアディエントサービスチームのサポートと使いやすいシステムに 

より、あらゆるユーザーが機械の性能を最大限に利用することが 

できます。 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

  

クアディエントの環境についての取り組み 

環境に優しいクアディエントのiXシリーズは、エコロジカル・ 

フットプリントを削減するよう設計されており、欧州・米国では 

ENERGY STAR®/RoHS/WEEE/Erp/REACHの規格 

を満たしています。クアディエントは、ISO9001/ISO14001/ 

OHSAS18001の国際規格を取得しています。 

3kg 10kg 35kg

幅 170mm 288mm 305mm

奥行 160mm 178mm 340mm

高さ 100mm 58mm 77mm

重さ 1.2kg 1.0kg 2.7kg

クアディエントについて 

クアディエントは世界中の数十万の企業が顧客とのつながりを保つため

のお手伝いをしています。ビジネスプロセスオートメーション、メーリング 

ソリューション、カスタマーエクスペリエンス管理、荷物ロッカーソリューション

という、現代のカスタマーインタラクションの4つの中核分野に重点を置い

ています。クアディエントはこれらの分野で、適切でパーソナライズされた

価値あるカスタマーエクスペリエンスを生み出す革新的なソリューションを

開発しています。 

クアディエント（QDT）はユーロネクスト・パリのコンパートメントBに 

上場しており、SBF120index に属しています。 Quadient® および 

Quadient ロゴは Quadient group AG の登録商標です。その他

のすべての企業名および製品名は、それぞれの所有権者に帰属しま

す。機能の説明、パフォーマンス、仕様など、本文書に含まれるすべての

情報は、通知なしに変更される可能性があります。 

 

 

iX-5AF製品仕様

処理能力

速度（フィーダーモード） 最大110通/分

最小封筒サイズ 89×127mm

最大封筒サイズ 229×324mm

ディスプレイ カラーディスプレイ

封筒の向き 横又は縦

封筒の厚み（オートフィーダー使用時） 最大８mm

ラベルディスペンサー 標準

ジョブメモリー 9種類

各種機能

広告画像 9個

追加テキスト 対応

暗証番号による保護 対応

郵便料金管理

部門登録 35（標準）

郵便料金管理システム（MAS) オプション

プリントヘッド付きインクカートリッジ 対応

オンライン管理

料金自動ダウンロード オプション

自動ソフトウェアアップデート 対応

インク残量警告 対応

接続 LAN（標準）、Wi-Fi（オプション）

システム仕様

基本マシン（横×縦×高さ） 1090×400×290mm

基本マシン重量 19.9kg

オートフィーダー 標準

周辺機器及びシステム接続

バーコードスキャナー オプション

USBマスストレージデバイス オプション

外付けUSBレポートプリンター オプション

スケール 3kg、10kg、35kg （オプション）

 
製品の詳細については、www.quadient.jp をご覧ください。 

本社公式アカウント： LinkedIn: @Quadient  

Twitter: @Quadient  

Facebook: @Quadient 
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iX-5HF 郵便料金計器 
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iX-5HF 郵便料金計器 
 

 

印刷文書を郵送するための最適なソリューション 
 

iX-5HF郵便料金計器は顧客とのコミュニケーションにおいて競争力を高めたいとお考えのお客様のご要望

を、便利な方法で実現します。耐久性の高いキーパッドと大型のカラースクリーンによりさらに使いやすくなりま

した。 

 

iX-5HFは、封書や小包等の郵便業務にかかる時間を大幅に削減することができ、さらに正確な郵便処理を実現することができます。 

また、iX-5HFの設計、生産、配送の各プロセスにおいて二酸化炭素排出量削減に大きく貢献し環境に配慮しております。 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

郵便物を迅速に処理する 

フィードテーブル 

標準装備のキャッチトレー 

オートラベルディスペンサー 

      デザイン（省スペース） 

iX-5HFは、人間工学に基づいたコンパクトなデザインを採用

し、さらに大型カラーディスプレイを搭載することにより操作性が

向上しているのが特徴です。 

 

 
        オートラベル機能 

厚みのある大量の郵便物処理に便利なオートラベルディスペン

サーを標準搭載してあります。 

  ユーザーフレンドリー（直感的な操作パネル） 

ショートカットキー付きのシステムで非常に迅速かつ簡単に操作

でき、封書から大きめの小包まで、あらゆる種類の郵便物を柔

軟に計量・処理することができます。 

スケール（オプション） 

       選べるスケール 

オプションで３kg、10kg、35kgのスケールが選択可能です。 



 

iX-5HF 郵便料金計器 

iX-5HF：高性能な自動システム 

～切手の代わりに郵便料金を印字～ 

ビジネス環境において、正確かつスピーディーに仕事をこなすパワフル 

な業務機器が必要です。 

 

クアディエントのiX-5HFは、操作が簡単である上、迅速で効率の 

良い郵便料金計器です。また、省スペース型でどのようなビジネス 

環境にもフィットする人間工学に基づいたデザインとなっております。 

 

さらに、最新テクノロジーとオンラインサービスは郵便業務に必要な 

最高のソリューションをもたらします。 

 

 

 

 

操作画面 デザインを一新した大型カラーグラフィック画

面で簡単に操作が可能になりました。 

 

郵便計量 多種多様な郵便物に対応するため3種類の

スケールを接続することができます。(オプション) 

 

便利なラベルフォルダー 自動送り可能なオートラベルデ

ィスペンサーを標準搭載しています。 

 

プロ仕様の郵便物 会社のロゴ、住所、広告などを印

字することができます。 

 

 
 

高速接続 

高速インターネット接続により、最新の料金、ソフトウェア

アップデート、インク残量警告などが素早く簡単に利用で

きます。iX機はすべて、ネットワークに対応しています。 

 

 
 

スマートな周辺機器 

部門をスキャンするためのバーコードスキャナーや、レポー

トを印刷するためのUSBプリンタなどのオプション周辺機

器を接続する事で、更に作業時間を節約することができ

ます。 

 

Smart Startテクノロジー 

ディファレンシャルウェイングモードで封筒をスケールから 

1通抜くと、iX-3が郵便料金を計算し、ローラーが自動で

起動し、郵便料金の印字が可能になります。 



 

iX-5HF 郵便料金計器 

 

クアディエントサービス 

クアディエントサービスを利用するとiX-5HFの生産性が大きく向

上します。当社のサービスコンセプトは、トラブルの予防を中心に 

構築されているため、不具合を素早く解消することができます。 

クアディエントサービスチームのサポートと使いやすいシステムに 

より、あらゆるユーザーが機械の性能を最大限に利用することが 

できます。 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

  

クアディエントの環境についての取り組み 

環境に優しいクアディエントのiXシリーズは、エコロジカル・ 

フットプリントを削減するよう設計されており、欧州・米国では 

ENERGY STAR®/RoHS/WEEE/Erp/REACHの規格 

を満たしています。クアディエントは、ISO9001/ISO14001/ 

OHSAS18001の国際規格を取得しています。 

クアディエントについて 

クアディエントは世界中の数十万の企業が顧客とのつながりを保つため

のお手伝いをしています。ビジネスプロセスオートメーション、メーリング 

ソリューション、カスタマーエクスペリエンス管理、荷物ロッカーソリューション

という、現代のカスタマーインタラクションの4つの中核分野に重点を置い

ています。クアディエントはこれらの分野で、適切でパーソナライズされた

価値あるカスタマーエクスペリエンスを生み出す革新的なソリューションを

開発しています。 

クアディエント（QDT）はユーロネクスト・パリのコンパートメントBに 

上場しており、SBF120index に属しています。 Quadient® および 

Quadient ロゴは Quadient group AG の登録商標です。その他

のすべての企業名および製品名は、それぞれの所有権者に帰属しま

す。機能の説明、パフォーマンス、仕様など、本文書に含まれるすべての

情報は、通知なしに変更される可能性があります。 

 

iX-5HF製品仕様

処理能力

速度（手差しフィーダーモード） 最大70通/分

最小封筒サイズ 89×127mm

最大封筒サイズ 229×324mm

ディスプレイ カラーディスプレイ

封筒の向き 横又は縦

封筒の厚み 最大12mm

ラベルディスペンサー 標準

ジョブメモリー 9種類

各種機能

広告画像 9個

追加テキスト 対応

暗証番号による保護 対応

郵便料金管理

部門登録 35（標準）

郵便料金管理システム（MAS) オプション

プリントヘッド付きインクカートリッジ 対応

オンライン管理

料金自動ダウンロード オプション

自動ソフトウェアアップデート 対応

インク残量警告 対応

接続 LAN（標準）、Wi-Fi（オプション）

システム仕様

基本マシン（横×縦×高さ） 780×400×290mm

基本マシン重量 12.2kg

周辺機器及びシステム接続

バーコードスキャナー オプション

USBマスストレージデバイス オプション

外付けUSBレポートプリンター オプション

スケール 3kg、10kg、35kg （オプション）

3kg 10kg 35kg

幅 170mm 288mm 305mm

奥行 160mm 178mm 340mm

高さ 100mm 58mm 77mm

重さ 1.2kg 1.0kg 2.7kg

 
製品の詳細については、www.quadient.jp をご覧ください。 

本社公式アカウント： LinkedIn: @Quadient  

Twitter: @Quadient  

Facebook: @Quadient 
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