
EDIKIO DUPLEX
プラスチックカードに プライスカード を両面印刷するための 高度なソリューシ
ョン
Edikio Duplexは、プラスチックカードにプライスカード をきれいに印刷するためのオールインワンソリューションです。
モノクロまたはカラーの プライスカード を大量に両面印刷するのに最適です。
要求水準の高いユーザーにもお使いいただけるように、 プライスカード の更新と印刷を数分で行うのに必要なあらゆるものが含ま
れています。
• 目的に特化し、店舗のニーズに合わせてカスタマイズ可能なEdikioソフトウェアのProエディション
• より快適な使用を実現するLCDタッチスクリーンを搭載した、場所をとらない非常にコンパクトなプリンタ
• 食品業界専用に開発された消耗品 *
 - CR80カード（クレジットカード形式）ブラック200枚
 - ホワイトインクリボン（1000回使用可能）

使いやすいソフトウェア
Edikio Duplexソリューションの一部であるEdikio Software Proエディションは、 
プライスカード 印刷ソリューションに不可欠なコンポーネントです。

•  アクティビティに合った画像、サンプルアイテムのリスト、 カー
ドレイアウト の膨大なライブラリが付属
• 専用のEdikio Chalkフォント**
•  製品のカテゴリ別や店舗の組織に合った 

サブカテゴリ別（オプション）に並べ替え可能
•  印刷前に プライスカード の表面と裏面のダイナミックプレ
ビューが可能
•  Excelファイルからアイテムリストをインポート、またはソフト
ウェア内で新規のアイテムリストを直接作成可能
• Excelファイルから自動更新
• 強力な検索ツール（PLUまたはキーワード検索）
• 前回の印刷から更新された価格を自動検出
• 個人のログインでユーザーの権限を管理

Edikioプリンタスイートドライバ：
Edikioソフトウェアに加えて、付属のWindowsプリンタドライバは、ユーザーの注意が必要な場
合 

（例えば消耗品が残り少ない場合など）に通知やヘルプを表示するのでとても役に立ちます。

次のような
大規模な販売店に最適：
スーパーマーケット、パン屋、精
肉店、洋菓子店、チョコレート
販売店、チーズ専門店、魚屋、ケ
ータリング店、 
ワイン専門店...

* 詳細情報および参考文献リストは https://jp.edikio.com/shi-pin-jie-hong-henoshi-he-xing
** ローマ字とキリル文字だけで利用可能です。



裏面印刷でさらなる付加価値を
単なる プライスカード ではありません。効率を上げるツールです！
裏面に表示される情報で、従業員の日々の作業が簡単になります。
• PLUと価格のチェック
•  新規従業員の研修やコミュニケーション（原材料、レシピ、 

利益率インジケーター…）が容易になります。
• 在庫自動管理（バーコード）

タッチディスプレイで快適に
プリンタのLCDではさらに多くの機能をお使いいただけます。
• プリンタの状態をリアルタイムで表示
• 通知の表示（消耗品の残量がわずかな場合やプリンタにエラーが発生した場合）
• LCDタッチディスプレイから直接設定やクリーニングを実行
• 多岐にわたるアクセサリで陳列棚をセットアップ



プラスチックカードに印刷することのメリット

時間の短縮と柔軟性
• Edikioソフトウェアを活用してすばやく簡単に プライスカード を更新
• 業者への依頼はもう不要 
  - プライスカード を店舗で一枚ずつ、またはまとめて印刷
  - 紛失した プライスカード や変更する プライスカード を数秒で再印刷

最新の規制に対応
•  プライスカード を完全にカスタマイズできるため、アレルギー物質、生産地、栄養素といった必要な情報をすべて表

示できます。

衛生的で食品接触が可能*
• PVCカードには隙間がないため、クリーニングがとても簡単
• Evolisプライスカードは食品小売業に最適。低温で湿気の多い環境への耐性があります

ブランドイメージの強化
• オリジナルのスタイリッシュな プライスカード ラベルの作成
• 全製品の調和
• お客様に読みやすい表示
• プロフェッショナルで目を引く陳列棚

コスト効率
• 他の多くのソリューションより長持ちで低価格のため、Edikio Duplexでは高いコスト効率で プライスカード を印刷
できます
• すべての種類のカード（ロイヤルティカード、ギフトカード、従業員バッジなど）を最適なROIで発行します。

* 詳細情報および参考文献リストは https://jp.edikio.com/shi-pin-jie-hong-henoshi-he-xing



様々なカードやアクセサリも使用可能
Evolisは多くの種類のカードやインクリボンを提供しているため、多彩な色で プライスカード を印刷することができます*。 
Evolis HighTrustインクリボンはすべてEdikio Duplexと互換性があります。
• ブラックのカードにホワイトで、またはホワイトのカードにブラックで印刷
• ホワイト（ブラック、レッド、グリーン、ブルー...）のカードにモノクロ印刷
• ホワイトのカードにフルカラー（YMCKO）印刷

幅の狭いスタンドから幅の広いスタンド、マグネット プライスカード ホルダー、さらには特別なデュアルカードホルダーなど、一般的なデ
ィスプレイに適した プライスカード ホルダーも幅広くご用意しております。 

写真はイラストにのみ使用。実際の色と異なる場合があります。Evolis代理店までお問い合わせください。



製品番号 ED1H0000CD-BS003

プリンタ
Edikio Duplex
両面、フチなし印刷

（余白：カラー印刷時 0.4 mm／モノクロのホワイト印刷時 0.7 mm）

付属消耗品 ホワイトインクリボン（1000回使用可能）
CR80（クレジットカード形式）30 mil（ブラック）200枚

付属ソフトウェア
Edikioソフトウェアスイート（以下を含む）:
Edikio プライスカード ソフトウェア – PROエディション
Edikioプリンタスイート – Windows®対応ドライバ

カードサイズ ISO CR80 - ISO 7810（53.98 mm x 85.60 mm）
スリータグカード（53.97 mm x 85.85 mm – 3 x 28.5 mm）

カードの厚さ 0.5 mm - 0.76 mm

モノクロ印刷時インクリボン節約 あり

自動インクリボン認識と設定 あり

インクリボン残量わずか／インクリボン切れのグラフィック表示
（Windows 7以降） あり（Edikioプリンタスイート）

印刷技術
昇華型カラー印刷（1600万色）
熱転写式モノクロ印刷
300 dpiプリントヘッド

印刷速度 – モノクロホワイト印刷時（片面） 490枚／時 (7.2秒／1時)

印刷速度 – モノクロブラック(片面） 600枚／時 (6秒／1時)

印刷速度 – カラー印刷時（YMCKO、片面） 185枚／時 (19,5秒／1時)

カード入力フィーダー容量 最大100枚（30mil）

カード排出トレイ容量 最大100枚（30mil）

プリンタサイズ（高さ x 幅 x 奥行き） 247 mm x 205 mm x 383 mm

プリンタ重量 4.02 kg

最低／最高動作温度: 15°C / 30 °C（59°F / 86 °F）

接続
USB（1.0、1.1、2.0、3.0）
Ethernet
Wifi（オプション）

出荷キット内容

Edikio Duplexプリンタ 1台
Edikioソフトウェアスイート – USB キー 1個
USBケーブル（1.80 m）
カード CR80（ブラック）30 mil 200枚
モノクロホワイトインクリボン（1000回印刷可能）1個
スタータークリーニングキット
電源および電源コード

保証 3年

最小システム要件

Windows 7以降（32ビットまたは64ビット）
2 GBのRAM
500 MBのハードディスク空きスペース
モニター解像度1024 x 768ピクセル
USBポート1つ

www.edikio.com

仕様
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