
Zebra® ZXP Series 3™ 
Card Printer

Zebra の ZXP Series 3 ダイレクト
カードプリンタは、TCOを低く抑え
たまま、多くの機能と優れた印刷品
質を提供します。印刷用途に応じて
様々なカードの厚みを選択でき、ま
た ENERGY STAR®を取得している
のに加えて、高速印刷が可能で豊富
なリボンオプションも用意されてい
ることから、ZXP Series 3 はクラス
で最高のコストパフォーマンスをも
つカード印刷ソリューションとなって
います。 

ZXP Series 3 では、カードの片面ま
たは両面に色鮮やかで高品質なフ
ルカラーおよびモノクロ印刷が可能
です。直感的なデザイン、カラータッ
チポイントおよびワンタッチで交換
できるLoad-N-Go™スマートリボン
により、より一層ZXP Series 3 の操
作は簡単になりました。また、スマー

トリボンはプラスチックの使用量を
減らし、生分解性素材を多く使用す
ることにより環境にやさしい製品と
なっております。Zebra の ZRaster™ 
ホストベース画像処理技術により、
印字品質を保ったまま高速印刷が
可能です。 

プリンタはコンパクト設計のため、
余裕の無い作業スペースにも最適
です。磁気ストライプに加え、スマー
トカードに対応したエンコードオプ
ションが用意されており、 ID カード、
アクセス管理カード、名前入りの贈
答品、会員カードや優待カードなど、
多様な市場およびビジネスニーズ
に対応しています。Kensington™ ロ
ック機能(標準)および本体ロック機
能(オプション)により、セキュリティ性
が必要な環境でも安心してご利用
いただけます。 

プリントタッチ

ZXP Series 3 には、Zebra Print 
Touch™ （内蔵の近距離無線通信 
(NFC) チップおよびソフトウェア）が
実装されています。お使いの NFC 対
応スマートフォンをプリンタの Zebra 
Print Touch ロゴに近づけることでプ
リンタ情報の読み取りや 
Webベースのヘルプを 
表示させることができます。 

最適な用途

• 小売り／サービス業:  
優待カード、ギフトカード、 
メンバーシップカード 

• 金融業:  
金融カードのオンデマンド発行

• セキュリティ:  
従業員 ID カード、学生 ID カード、
アクセス管理カード
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仕様一覧*

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”/ 200 mm
• 奥行き:  14.5”/ 368 mm
• 重量:  11.6 lbs/ 5.3 kg

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 3 カードプリンタは、Zebra True 
Colours™ ix ZXP Series 3 高性能高速リボン
のみの使用を想定して設計されております。

CardStudio™ ソフトウェア
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。

* 購入後にアップグレード可能なオプション

デバイスドライバ

• Microsoft Windows 認定プリンタドライバ:  
 – Windows XP
 – Vista
 – Server 2003
 – Server 2008
 – Windows 7 (32 ビットおよび 64 ビットに対応)
 – Windows 8 (32 ビットおよび 64 ビットに対応)

対応システムの最新情報については、zebra.com  
をご参照ください。

メディア仕様

注意: ZXP Series 3 プリンタは、Zebra True Colours 
ix Series ZXP 3 高性能リボンのみの使用を想定して
設計されております。
• 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。

• それぞれのリボンに内蔵のクリーニングローラー
が付属。

• 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 280 枚、クリーニン
グロール 

• 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／カード

True Colours ix Series ZXP 3 リボン

• YMCKO: 280 イメージ／ロール
• ½ YMCKO: 400 イメージ／ロール
• YMCKOK: 230 イメージ／ロール
• KdO: 700 イメージ／ロール
• KrO: 700 イメージ／ロール
• 黒モノクロ: 2000 イメージ／ロール
• 赤モノクロ1700 イメージ／ロール
• 青モノクロ: 1700 イメージ／ロール
• 金モノクロ: 1600 イメージ／ロール
• 銀モノクロ: 1600 イメージ／ロール
• 白モノクロ: 1400 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 ～ 40 mil 
• 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
• スマートカードコンタクト — ISO 7816-1、2、3、4
• 非接触型スマートカード MIFARE® ISO 14443A/B
• スポットカラーまたはモノクロ印刷は20mil 以上
のカード厚のみ対応

通信インターフェイス 

• USB V2.0 (ケーブルを含む) — (標準)
• 内蔵 10/100 Ethernet— (オプション)*

プリンタ名

Zebra® ZXP Series 3™ 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
• 片面および両面印刷
• モノクロ片面: 700 枚／1時間 
• 片面 YMCKO: 180枚／1時間 
• 両面 YMCKOK: 140枚／1時間 
• 標準 CR-80 カードへの全面 (余白なし) 印刷

標準機能 

• インテリジェントメディアテクノロジーを搭載した 
True Colours® ix Series™ ZXP 3 高性能リボン

• 環境にやさしく大容量 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 接続に対応
• 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: 300 dpi (11.8 ドット/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) 

• Kensington セキュアロックスロット

オプション機能 

• 内蔵式 10/100 Ethernet*
• CardSense™ 単一カードフィードモード*
 ZebraCare™ 製品保証延長プログラム
• ロック可能な本体および覆い隠された排出  
ホッパー*

エンコードオプションと仕様

• 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、Hi-CoおよびLo-Co、ストライプダ 
ウン、30mil カードのみ)

• スマートカードコンタクトステーション 
 – ISO 7816
• 接触式と非接触式カードの両対応*
 – MIFARE® ISO 14443 (13.56 MHz) 
 – ISO 7816 PC/SC 対応
 – EMV level 1 準拠 
 – 外部排出カードホッパー: 50 枚 (30 mil の場合/
オプション)

 – USB およびEthernetを通じてエンコード可能
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