
オリジナルデザインの
メニューカードで

記憶に残る
ワンランク上のサービスを



•	 イベント用カード：  
各種セミナーや結婚式など、様々
なイベントの参加者に配布する
ネームタグや参加記念品に。

•	 割引カード、ギフト券:  
お得な特典を効果的にアピール
し、リピート利用率を向上。

•	 VIPカード:  
高級感あふれる名前入りのVIPカ
ードで、特別なゲストのサービス
満足度を更にアップ！ 

•	 ホテル内施設へのアクセスコントロ
ールカード: カードに表示された
情報やバーコードで、リラクゼーシ
ョン施設やゴルフコース、カジノな
どへのゲストの入退場を管理。

•	 物販コーナー用プライスカード:  
ホテル内のショップや物販コーナ
ーに。商品一つ一つにまで、ビジュ
アルアイデンティティで統一され
たプライスカードを添えましょう。

•	 スタッフ用ネームタグ:  
高級感ただよう読みやすいネー
ムタグ。対応可能な言語を併記す
れば、サービスの質が向上し、顧
客満足度もアップ！

•	 ラゲッジタグ:  
ゲストの情報を表示したラゲッジ
タグで、サービスの効率化と差別
化を。

•	 ルームキー: 
ルームキーにも、ブランドイメー
ジにマッチした独自のデザイン
を！

ホテル運営に必須のカードを、手軽に自由にカスタマイズ
Edikio Guestソリューションなら、様々なカードをオリジナルデザインで発行できます。サービスの効率や質が向上し、顧客満足度もアップ！

革新的なメニューカードで 、 ワンランク上のおもてなしを

ブランドアイデンティティの強化
•  料理を引き立てる色づかい:		基本の色づかいは、つや消しの黒

地に白、銀、金文字の印刷。料理の彩りを引き立てる、上品で優
秀な黒子役。

•  ブランドロゴやグラフィックを加え、ブランドイメージを強調. ブラ
ンドをアピールし、ビジュアルアイデンティティを強化。

•  料理のアピールポイントを読みやすく！ 新メニュー、地場産品、ラ
イブキッチンなど、料理のアピールポイントを漏れなく表示。 

 どんな状況にも柔軟に対応
•  いつでもどこでも、カンタン印刷！	バックスペースの限られた空間

でも、パソコン・電源・ネット環境があれば、その場でカードの印
刷が可能。外注の手間も削減。

•  急な変更にもラクラク対応！	カードのデザインから印刷まで、わ
ずか数分。メニューの急な変更にも即座に対応。ゲストの属性に
合わせて表示内容を調整するのもカンタン！

 誰にでも読みやすく、分かりやすい表示を！
•  22 言語対応 : 多様なゲストに喜ばれるグローバル基準のサービ

スを。
•  詳細情報まで読みやすく表示。 原材料、原産地、アレルギー情報

などの情報は、読みにくくなりがち。高性能プリンタ製造で培っ
た技術で、小さな文字や記号もクッキリ。

•  ブッフェコーナーの混雑を解決。料理の情報を一目で確認できれ
ば、料理を選ぶのもスムーズ。ブッフェコーナーの導線が改善し、
顧客満足度もアップ！

 最高の情報表示ツール
•  バリエーション豊かなカードとインクのラインナップ。	カードのサ

イズは４種類、カラーは８色、印刷できるカラーは単色からフル
カラーまで。豊富なラインナップからブランドイメージにマッチ
した組み合わせをお選び頂けます。

•  汚れや傷みに強く、衛生管理もカンタン！ プラスチック製カードは
耐久性に優れ、バンケットコーナーにつきものの湿気や油分に
も対応。半永久的に美しい外観を保つので、交換の手間いらず。
更に、洗浄・消毒も手軽にできて衛生的。

外国語表記

その他の情報

料理名ロゴ

原材料

アレルギー表示

プラスチック製のモダンなメニューカードで、ブッフェに統一感と高級感を。料理を引き立て、空間をよりスタイリッシュに演出。



EDIKIO GUEST ACCESS
モノクロデザインのカードの印刷に

EDIKIO GUEST FLEX
様々なサイズのカードの単色/カラー印刷に

Edikio Guest ソフトウェア - Start エディション Edikio Guest ソフトウェア - Plus エディション 

Edikio Access プリンタ  
-  片面印刷（余白あり： 上下左右1.35mm）
-  単色印刷
-  対応カード：クレジットカードサイズ*

 Edikio Flex プリンタ  
-  片面印刷（余白なし）
-  単色印刷、カラー印刷
-  対応カード：クレジットカードサイズ*、 

ロングフォーマット（小）** 、ロングフォーマット（大）***
付属品:
- 単色インクリボン（白、印刷可能枚数500枚）：1個
-  PVCカード（黒、クレジットカードサイズ*）：100枚

付属品:
- 単色インクリボン（白、印刷可能枚数1000枚）：1個
-  PVCカード（黒、クレジットカードサイズ*）：100枚
-   PVCカード（黒、ロングフォーマット（大）***）：100枚

https://jp.edikio.com/

・　本社および製造拠点： フランス（アンジェ）
・　事業拠点： ９ヵ所　（７ヵ国）

日本（東京）、アメリカ（ボストン、マイアミ）
、インド（ムンバイ）、シンガポール、
中国（上海）、ポルトガル（リスボン）、フラ
ンス（パリ、リヨン）

・　従業員数： 380名（全社連結）
・　販売代理店数： 400店超（140ヵ国）
・　プリンタ総販売台数： 54万台 （2000年     
      ～2018年）

・　ISO９００１認証取得

Edikio Guest: Evolis グループブランド

2000年に誕生した Evolis グループは、ヒトやモノの識別用に開発された各種PVCカ
ードのカスタマイズソリューションを設計、製造、販売しています。 全世界に販売網を
展開する Evolis は、今やプラスチックカード印刷ソリューションにおけるグローバル
リーダーです。
世界中のさまざまな地域で、あらゆる規模のプロジェクトを多様な分野において数多
く成功させてきた経験により、Evolis の印刷システムと専門性は、多くの国々や組織
で広く評価されています。
www.evolis.com

© 2018 Evolis. All rights reserved. データは契約上のものではありません。 製品情報、仕様、および写真は予告なしに変更されることがあります。  
参照されているすべての名前とブランドはそれぞれの所有者の財産です。 11/2018. KB-EDK2-282-JPN-A4 Rev A0

ヨーロッパ	-	中東	-	アフリカ
Evolis – 14 avenue de la Fontaine – ZI Angers-Beaucouzé 49070 Beaucouzé – France 
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

米国およびカナダ - ボストン - evolisnortham@evolis.com
ラテンアメリカ - マイアミ - evolislatam@evolis.com
アジア太平洋地域 - シンガポール - evolisasia@evolis.com
中国 - 上海 - evolischina@evolis.com
日本 - 東京 - evolisjapan@evolis.com
インド - ムンバイ - evolisindia@evolis.com

EDIKIO GUEST – ブッフェ付きレストランとホテルに特化した
カード印刷のオールインワンソリューション
ホテル・旅館業向けのあらゆる種類のカード発行に必要なアイテムが一つに！

EDIKIO GUEST ソフトウェア
•  誰でも楽々カンタン操作: 直感的に操作

できるシンプルで洗練された画面設計。
初心者でも、オリジナルデザインのカー
ドがカンタンに発行できます。

•   豊富なデザイン素材: メニューカードを
はじめ150種類以上のデザインテンプレ
ートと、350種類以上のイラストを収録。

カードプリンタ
•  誰でもカンタンに使える！:  Edikio Guest

シリーズのプリンタはとてもシンプル。操
作方法は、一般的な家庭用プリンタとほ
ぼ同じ。誰でもソフトを起動してすぐに使
いこなせます。

•  スピーディにハイクオリティの印刷を: 単
色印刷なら、カード１枚当たりの印刷時
間はわずか１０秒強。

カード、インクリボン、カードホルダー
•  信頼の品質: Edikio Guestの正規消耗品

で、最高の印刷クオリティを実現。プロ品
質の仕上がりをお約束します。

•  バラエティ豊かな消耗品とカードディスプ
レイ用品: 様々な色や大きさのカード、単
色およびカラー印刷用のインクリボン、
洗練されたデザインのカードディスプレ
イ用品が揃っています。

QRコードをスキャンして、
あなたにぴったりな

Edikio Guestを検索！

*クレジットカードサイズ：85.6 x 54 mm

**ロングフォーマット(小)：120 x 50 mm   ***ロングフォーマット（大）：150 x 50 mm 

あなたにぴったりなEDIKIO GUESTは？


