
以下の用途に最適

• 小売&ホスピタリティ
 – ロイヤルティカード
 – ギフトカード
 – 会員カード
 – ホテル、クルーズ、その他のサー

ビス業向けカード

• 身分証明&アクセス
 – 社員ID カード
 – アクセス管理カード
 – 来訪者バッジ
 – 名刺
 – 在庫または商品用IDカード 

• 政府&教育
 – 学生証
 – 図書館カード
 – レクリエーション施設および会員

向けIDカード
 – 認定証
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Zebra® ZXP Series 1™ 
Card Printer

ZXP Series 1は、市場をリードする競
争価格と高品質印刷を両立させたカ
ード・プリンタになります。ZXP Series 
1は、カラーまたはモノクロでの少
量、片面印刷に適しており、最小限の
初期投資で始められる印刷ソリュー
ションを提供いたします。ENERGY 
STAR™ 認定と環境に優しいインクカ
ートリッジにより、本製品は市場で最
も優れたエントリーレベル・プリンタ
となっています。 

使いやすさ
ZXP Series 1は、技術サポートやユ
ーザー向けトレーニングをほとんど
必要としません。直観的なユーザー
インターフェースとオペレーション
で利用する部位を色分けしている
ため、操作は容易です。即座に交換
可能なLoad-N-Go™スマートリボン
は、多くの競合他社製品に比べ、プラ
スチック素材を減らし、生分解性物
質 の割合を増やすことで、環境に優
しいというメリットも兼ね備えていま
す。近距離無線通信（NFC）を用いた

Print Touch™はNCF対応のスマート
機器からZXP Series 1 に関する有益
な情報を提供いたします。

小型&ネットワーク管理が可能 
省スペース設計のZXP Series 1は設
置スペースに余裕の無い職場に適し
た選択肢となっております。 コンパク
トかつ耐久性に優れた設計に加え、
高機能なネットワーク統合管理ソフ
トウェアにより、ZXP Series 1は、複
数の小規模事務所への設置または
カード・プリンタを分散して大規模配
備した場合に最適な製品となってお
ります。

妥協のない高品質カード
必要な時に、必要な場所で、鮮明か
つ色鮮やかな画像の印刷をお求め
であれば、ZXP Series 1にお任せく
ださい。 磁気カードエンコーダや
Ethernet接続等のオプションに加
え、幅広いカード厚への対応によっ
て、ZXP Series 1は多様なビジネスニ
ーズを満たすことが可能です。 

手頃な価格で、使いやすく、省スペース設計のカードプリンタ



仕様一覧*

プリンタ名 

ZXP Series 1 Card Printer

印刷仕様

• 昇華型熱転写方式（ダイレクト印刷）  
• フルカラーまたはモノクロ印刷
• 片面印刷
• モノクロ片面: 500 枚/時 
• 片面 YMCKO: 120枚/時 
• 標準 CR-80 カードへの全面 印刷(淵なし)

標準機能

• 環境に優しいLoad-N-Goドロップイン・リボンカート
リッジ 

• ZRaster™ ホストベース画像処理技術
• リボンの自動キャリブレーション
• USB 2.0 接続
• Microsoft ®認定 Windows ドライバ 
• ENERGY STAR 認定
• Print Touch NFC タグにてオンラインドキュメントと
印刷ツールが利用可能 

• 格納カードフィーダー: 100 枚（ 30milの場合）
• 排出カードホッパー: 45 枚（30milの場合）
• 16 桁表示 LCD 操作コントロールディスプレイ
• 印字解像度300dpi (11.8dots/mm) 
• プリンタ本体: 2 年保証 
• オリジナルプリントヘッド: 2 年保証 （使用頻度不
問）

オプション機能

• 磁気ストライプエンコーダー:ISO 7811 （新規およ
び再エンコード、トラック 1、2 および 3、HiCoおよび
LoCo、ストライプダウン、30mil カードのみ）

• 10/100 Ethernet接続**

• CardSense™シングルカード送りクリーニングローラ
ー**

• 手差し前面カードフィーダー
ZebraCare™ 製品保証延長プログラム
**フィールドアップグレード可能なオプション

ソフトウェア

対応するMicrosoft Windows®認定プリンタドライバ:   
• Windows XP™、Vista™、Server 2003™、Server 

2008™、Windows 7™ （32ビット & 64ビット対応)、 
Windows 8™ （32ビット & 64ビット対応）

 最新の対応OSについては、zebra.com をご参照ください。 

サプライ製品仕様

注意:ZXP Series 1プリンタは、の環境に優しいLoad-
N-Goドロップイン・リボン・カートリッジを前提に設計
されています。
• Zebra ix Series™のインテリジェント技術がリボンを
自動的に検出、認証。

• 各リボンにクリーニングローラーを内蔵。
• メディア・スターターキット（片面）:  

YMCKO リボン1巻、30-mil 厚PVCカード100枚
• オプションのクリーニングキット:  
プリントエンジン・クリーニングカード 4 枚およびフ
ィーダー・クリーニングカード 4 枚(1000 イメージ印
刷毎のクリーニングを推奨)

True Colours ix Series ZXP 1 リボン

• YMCKO:100 イメージ/ロール
• ½ YMCKO:400 イメージ/ロール
• 黒モノクロ:1000 イメージ/ロール
• 白モノクロ:500 イメージ/ロール

カード互換性

注意:最適な印刷品質とプリンタ本来の性能を引き
出すためにも、Zebra 純正サプライのご利用を推奨
します。  
• カード厚さ:10-40mil  
• カードサイズ:CR-80、ISO 7810 フォーマット、Type 

ID-1、2.12”/ 54 mm x 3.38”/ 86 mm
• カード素材:PVC および PVC コンポジット
• カード厚が20mil 未満の場合、部分カラー印刷また
はモノクロ印刷

通信インターフェイス 

• USB V2.0 （ケーブル同梱）: 標準
• 内蔵式 10/100 Ethernet: オプション**

**オプションで現場でのアップグレード可能

電源特性

• 自動スイッチング単層交流電源
• 動作範囲:90 ～ 132 VAC および 190 ～ 264 VAC 

RMS
• 周波数範囲:47 ～ 63 Hz
• 電源要求は、最大連続 100 W および瞬間 607 W 
（450 マイクロ秒）出力の電源。

• FCC Class A

物理的特性 （標準モデル）

• 高さ:9.3”/ 236 mm
• 幅:7.9”/ 200mm
• 奥行き:13.0”/ 368mm
• 重量:11.6 lbs/ 5.3 kg

使いやすい機能各種に１タッチでアクセス可能
 ZXP Series 1は、ZebraのPrint
 Touch技術を用い、単純なタッチ操作
 でお使いのスマートフォンまたはタブ
 レットに接続し、プリンタに関する追
加情報およびデータを提供します。 Print Touch
は、IT部門および技術サポート部門における時間
とコストの削減を容易にします。 NFC対応のス
マートフォンまたはタブレットをプリンタのZebra 
Print Touchロゴ にかざしていただくだけで、以
下が可能です。
• 当該プリンタに関する重要情報の表示
• 入門ビデオおよび製品サポートから成るZebra
の広範なZXP Series 1知識ベースへの即時ア
クセス

Zebra™ 純正サプライ
Zebra 純正サプライ製品は厳しい品質基準をク
リアしております。最適な印刷品質とプリンタ本
来の性能を引き出すためにも、Zebra 純正サプラ
イのご利用を推奨します。ZXP Series 1カード・プ
リンタは、Zebraの環境に優しいLoad-N-Goドロ
ップイン・リボン・カートリッジとの併用のみを前
提に設計されています。  
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*仕様は、予告無く変更される場合があります。 
©2013 ZIH Corp. CardStudio、Load-n-Go、ix Series、ZRaster、CardSense、ZebraCare、およびすべての製品名および番号は Zebra の商標です。Zebra およびシマウマの頭部イラストは、ZIH Corp の登録商標で
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Zebra CardStudio™ Software
Zebra の CardStudio™ は、習得が容易で
操作が簡単な、完成されたカードデザイ
ンおよびカード発行ソフトウェアパッケー
ジです。  
基本機能搭載バージョンから最先端機能搭
載バージョンまで揃っており、プロフェッシ
ョナル仕様の写真入り ID カードやその他
のカードのデザイン作成および印刷を簡単
に行うことが可能で、すべての Zebra カー
ドプリンタをサポートしています。詳細につ
いては、www.zebra.com/cardstudio. を
ご覧ください。


