ラベル、バーコード、
RFIDタグ、プラスチック
カードを始めとする
多くの分野で最も信頼
されているソフトウェア

ラベルやバーコードなどの作成と自動化
世界中の組織は、BarTender® ソフトウェアを使用して、ラ
ベル、バーコード、RFID タグ、プラスチック カードなどの
印刷と制御の作成および自動化を行うことによって、安全
性、セキュリティ、効率性、およびコンプライアンスを向上
させることができます。
BarTender は、世界の大手企業および多くの中小企業で
活用されています。
サプライ チェーンでの商品の流通速度の向上
適切な薬品を適切な患者に適切なタイミングで提供
有害物質を安全に処理する方法の伝達
潜在的に有害なアレルギー物質に関する警告
植物媒介性の病気の発生現場までの追跡
損失の縮小と防止に関する小売管理
その他の多くの用途に活用できます
BarTender は、ラベルおよびテンプレートの容易かつ効果
的なデザイン、データ ソースおよびビジネス システムの
構成と接続、そして任意のシステム、OS、またはデバイス
からの印刷コマンドの起動を行う多くのツールを提供し
ます。BarTender では、印刷の自動化、印刷ステータスと
サプライの監視、および生産の合理化を行いながら、印
刷プロセスの完全で安全な制御を提供することが可能で
す。また、監視およびレポート機能により、すべての印刷
システムの可用性が保証されます。

世界中の多くの企業から寄せられ
ている信頼
各業界には、独自の規制や標準
慣例があります。世界中の企業は
BarTender の容易な展開、セキュリテ
ィ、および構成可能なテクノロジを
活用して、これらの要件を満たしてい
ます。
ここでは、いくつかの事例を紹介し
ます。
 学薬品の製造業者、販売業者、
化
および輸入業者は、BarTender を
活用して、GHS 標準およびその他
の重要なラベル要件を満たしてい
ます。
 くの企業は、BarTender を使用し
多
て、EU の食品アレルギーのラベル
に関する法律および各国の食品安
全性に準拠しています。
BarTender は、世界中の病院、薬
局、研究室、および診療所に展開さ
れ、データのキャプチャおよび追跡
を支援しています。
BarTender は医療器具を対象とし
た FDA UDI 規則や製薬会社にお

けるシステムバリデーションを導入
できます。そして世界のサプライ チ
ェーンの物流、倉庫、移送、コンプ
ライアンス、およびトレーサビリテ
ィに関する戦略の重要なコンポー
ネントです。

Intelligent Templates™ による強力
なデザイン
BarTender 独自の Intelligent
Templates™ を使用すれば、多くのド
キュメントを個別に作成して管理す
る必要なく、柔軟で広範なラベル デ
ザインを行うことができます。
単一のデータ ソースまたはデータベ
ース フィールド、あるいは複数の条件
に基づいて、テンプレート、レイヤー、
およびオブジェクトに「印刷するタイ
ミング」を指定できます。パスワード
で保護されたレイヤーを使用して、
承認されていない編集を防止できま
す。連番などをグローバルデータフィ
ールドとして設定し、すべてのドキュ
メントから値を共有して利用すること
ができます。

作成
デザイン

印刷

制御

自動化
ラベルやカードなどの
デザイン
カスタマイズ可能なデ
ータ入力フォームによ
る印刷時の情報入力
独自の
Intelligent Templates™
によるデザインの統合

任意のプリンターやマ
ーキング デバイスによ
るバーコード、ラベル、
カード、RFID タグなど
の印刷の最適化と印刷
速度の向上

ライブの印刷ステータ
スおよびシステム使用
状況の詳細な履歴の
監視

任意の OS、システム、
デバイス、または Web
ブラウザーからの印刷

安全なドキュメント制
御の適用

SAP および Oracle と
の統合

システム全体の一元的
な管理

ビジネスの成長に合わせた 4 つのエディション
BarTender の 4 つのエディションでは、アドオン製品を購入する追加コストや複雑さなしに、ビジネスの成長に合わせてシステ
ムを容易にアップグレード可能
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Professional

Automation

Enterprise Automation

今すぐ開始するためのすべて
の基本機能

Basic のすべての機能および
以下の追加機能

Professional のすべての機能
および以下の追加機能

Automation のすべての機能
および以下の追加機能

ラベル、カード、磁気 ストライ
プ カードなどのデザインおよ
び印刷

CSV ファイル、データベース、お
よび Excel からのデータ読み取
り印刷するレコードの容易な検
索と選択

 ータトランザクションおよび
デ
SDK リクエストに対する任意の
OS、システム、またはデバイスか
らの自動印刷

RFID ラベルのエンコード

I ntelligent Templates™ を使用し
たデザインよる保守作業の削減

あらゆるプリンターまたはマーキ
ング デバイスに合わせた印刷
速度の最適化
データ検証を提供し、キーボー
ドやバーコード スキャナーから
の印刷時入力を受け入れるデー
タ入力フォームのデザイン

ユーザーおよびグループの役割
による印刷環境の保護
ライブの印刷ステータスの監視
およびシステム使用率の詳細な
履歴の表示
PC ごとのライセンス

PC ごとのライセンス

作成

(デザインおよび印刷)

プリンターごとのライセンス

BarTender は、権限に基づく印刷、フォーマ
ット暗号化、ジョブ ログ、およびシステム監
査をサポートします。

任意のデバイスまたはブラウザーからの
印刷
BarTender Print Portal は、タブレットやスマ
ートフォンを始めとするブラウザ搭載の任意
のデバイスからの容易なポイント アンド ク
リックによる印刷をサポートします。

SAP および Oracle との統合
一
 元的なシステム管理、ブラウ
ザー ホスト型の印刷、一元化さ
れたテンプレート格納 (改訂管
理を含む)、電子署名のサポー
ト、完全な SDK コントロール、
スマート カードのエンコードなど

プリンターごとのライセンス

作成および自動化

(デザイン、印刷、および制御)

印刷時の情報キャプチャ
BarTender の各エディションでは、費用のか
かるアドオンを必要とせずに、印刷時にデ
ータを入力できる直感的で効率的なフォー
ムをデザインできます。BarTender では、印
刷時のイメージのキャプチャおよび重量ス
ケールとの接続 (一部のエディション）も可
能です。

包括的な自動化および制御
多くの拠点を持つ企業は、BarTender を使
用して、複数のサイトや地理的位置にわたる
印刷処理を一元的に操作、監視、管理、およ
び保護することができます。

Web サービス API または
TCP/IP コミュニケーションに対
する自動印刷

システムおよびデータベースとのシームレ
スな統合
BarTender Integration Builder を使用すれ
ば、SAP や Oracle を始めとするさまざまな
ビジネス システムからの印刷を高度に自動
化することができます。強力なデータベース
接続には、動的フォームのセットアップ、レコ
ードの検索と選択、および印刷時入力を組
み込むことのできるライブ プレビュー ウィ
ザードが含まれます。
高度な連番発行
BarTender は、カスタマイズ可能な頻度での
一意の連番ＩＤを発行できる柔軟な連番発
行を実現します。
世界で最も包括的なバーコード
サポート
BarTender には、そのまま使用できる 400 以
上のフォーマット済みバーコード コンポーネ
ントと 60 のシンボルに加えて、GS1 標準の
完全なサポートが含まれています。

完全な RFID サポート
BarTender は、EPC (電子製品コード) を始め
とする最新のラベルおよびタグ タイプの完
全な RFID サポートを提供します。
高度なカード デザインおよび印刷ツール
BarTender を使用すると、磁気ストライプお
よびスマート カードのエンコードを始めと
するカードの両面デザインおよび印刷を行
うことができます。
業界最高の技術
サポート
BarTender の優れた技
術サポートは、日本、
北米、ヨーロッパ、お
よびアジアのオフィ
スから提供されてい
ます。
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