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Since 1996
Fargo カードプリンタ国内販売 No1. の実績と信頼

International Student Identity Card

ISIC（ 国際学生証 ）の印刷が許されている

唯一のカードプリンタ
ISIC（アイジック / 国際学生証）とは

ISIC（国際学生証）は、ユネスコ承認を受けた、世界で唯一認められている学生身
分証明書です。世界 133 ヶ国で毎年 500 万以上の学生が利用する ISIC カードは、
世界中で通用する学生証として受け入れられています。
ISIC カードは、日本の学生や海外留学生を対象に、より多くの旅行や文化活動に
関する割引や特典を提供することで、学生がさまざまな国や文化への探求を深め
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るよう支援をしています。具体的には世界遺産や提携しているホテル、美術館、
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博物館、テーマパークなどの観光・旅行、そして外国語レッスンの割引など、世
界で提供されている 150,000 以上の各種特典サービスを受けることができます。
1953 年創設以来、ISIC カードは累計 1 億 1,000 万人以上の学生を支援し、特別
な料金でさまざまな国や文化に触れられる機会を提供してきました。

ISIC（ 国際学生証 ）は

世界で信頼される
身分証明書です

唯一世界共通学生証

歴史の長いカード

1968年にユネスコから推奨され、

マチュピチュ等の世界遺産でも利用可能

1953年に学生団体によって創立
1968年に日本上陸

学生の国際コミュニティー
世界中、１３３ヶ国で、約５００万人

ISIC(国際学生証）のメリット

以上の学生が ISIC を利用しています！

ISIC
（国際学生証）
を取得すると以下のメリットがあります

1.学割が使える

IS IC 取得資格

通常の学割に加えてISIC所有者限定の割引が多数あり、
指定の史跡・博物館・美術館の入場や交通手段で割引が利きます。

ISIC
（ 国際学生証）
を取得するためには
下記の条件を満たす必要があります

例）プラド美術館入場料15ユーロ→無料
エルミタージュ美術館本館入場料600ルーブル→無料
オーストラリアのNSW TrainLinkが30％OFF
クイーンズランド鉄道が最大40％OFF
世界遺産の入場料が50％OFF
（マチュピチュ・ギザのピラミッド・アクロポリス等）
香港フェスティバルウォークの約100店舗で５％～５0％OFF
カナダGreyhoundの長距離バスが25％OFF
ニューヨーク・エクスプローラ・パスが21ドルOFF

・ 12歳以上であること
・ 政府機関により承認を受けている教育施設の本科生である
こと
※「本科生」
とは卒業資格か学位の取れる課程に在籍している学
生のことです。研究生、聴講生、選科生、科目履修生、別科生等に
は発行されません。

紀伊國屋書店の洋雑誌が15％OFFなど

2.身分証明書として使える

※1

Microsoft Imagine

について

海外滞在中、身分証明書として使用できるので、大切なパスポートを

Microsoft Imagine ( 旧DreamSpark ) とは Microsoft が提供

荷物から出し入れする機会が減り、紛失・盗難の防止に役立ちます。

する 学生支援プログラムです。加入すると 対象の ソフトウェア

また、ISICはMicrosoftが提供する学生支援プログラムの Microsoft

開発ツールや デザインツール等が 無料もしくは 割引価格で ダウ

Imagine ※1 に加入する際の認証にも使用することも出来ます。

ンロード出来る学生用サービスです。

再転写印刷による鮮やかな色彩
FARGORHDP5000 は 再転写印刷方式を採用しているため、
直接印刷方式のカードプリンタとは一線を画す 色鮮やかで 高品
質なカード作成が可能です。 再転写印刷では 一度 フィルムに
画像を印刷し、それをカード本体に再転写しているため PET 素
材のような PVC 以外のカードへも印刷が行えます。HDP5000
は 再転写印刷の特性によりカードの

仕様概要
機種名

縁まで、また 接触型 IC モジュール

印刷方式

端子の縁まで 鮮やかに印刷すること

HDP5000
再転写印刷方式

が可能です。FARGORHDP5000は

解像度

プロ仕様の美しいカードで お客様の

カードタイプ

ＰＶＣ、ＰＥＴ，ＰＥＴＧ

ブランド価値を 高めます。

カードサイズ

ＣＲ-80 ( 85.6 mm×54.0 mm )

IC カードの発行 - 印刷からエンコードまで HDP5000 は IC カードのように表面に凹凸があるカードへの印
刷も可能であり、さらに印刷からエンコードまで一度に行える
為、一般的な 2 ステップのカード発行プロセスで発生するデー

300dpi

印刷範囲

ＣＲ-80 ( 85.6 mm×54.0 mm ) オーバーエッジ印刷

カード厚

0.76㎜～1.27㎜

ICカードへの印刷
印刷速度

◎
片面カラー︓29秒/カード( YMCK+転写 )
両面カラー/モノクロ︓40秒/カード ( YMCKＫ+転写 )

タ入力ミスを効果的に減らすことが出来ます。印刷の難しい IC

供給カードホッパ

100枚

カードの内製を可能にする HDP5000 があれば データを社外に

排出カードホッパ

200枚

流出する危険を冒すことなく、組織内で低コストにオリジナル
の IC カードを作成することが可能となります。

プリンタドライバ

Windows 7 (32/64bits) / Windows8 (32/64bits)
/ Windows10
/ Server2003,2008,2012

強化されたセキュリティ

エンコーディング
（オプション）

JISⅡ/ ISO磁気エンコーダ (Hi-Co / Lo-Co対応)
ICカード (Mifare / Felica standard)

今まではカード発行後、リボンに残った個人情報などはリボン
自体をハサミやシュレッダーなどで切断処理をする事が煩わし

サイズ/質量

いとの理由で、個人情報が残ったままで廃棄する場合が多く、
セキュリティの面で大きな問題となっていました。HDP5000 は
印刷後のリボンに残る個人情報などの文字情報を消去する機能
を持ち、セキュリティを強化したカードプリンタです。
HDP5000 は個人と組織のデータを守ります。

インターフェイス
無償保証期間
拡張性

片面印刷タイプ
292mmＨ×313ｍｍＷ×235ｍｍＤ/7.3kg
両面印刷タイプ
292ｍｍＨ×445ｍｍＷ×235ｍｍＤ/10kg
USB 2.0 / イーサネット
2年間
有り

シリーズ

HDP5000 片面機

HDP5000 両面機

HDP5000 両面機ラミネートモジュール付き

ISIC 協会は以下のメンバーです。
ISIC JAPAN は JAFSA の会員です。

国連世界観光機関

世界青年学生教育旅行連盟

WWW.ISICJAPAN.JP

製品改良のためカタログ記載内容は予告なしに変更されることがあります。本カタログ記載の他社登録商標・商標をはじめ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

幸和システム(株)は
米国ＨＩＤ Ｇ lo ba l 社
アドバンテイジチャネルパートナー
最高ランクプラチナパートナーです
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