
1 
 
                                   11/04 

   
おおおお客様客様客様客様向向向向けけけけ    価格資料価格資料価格資料価格資料ですですですです。。。。 

   
 黄帯で、おすすめする基本的な構成例を 

お示ししています。 
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  いつもお世話になり、ありがとうございます。  

  さっそくですが、下記価格資料をご案内させていただきます。 

 

１）ID カード作成ソフト    … Windows98/Me/2000/ＸＰ対応のパッケージソフトです。  

        ①「ID メイト 2000」ダウンロード版 ：税込 126,000 円                       

           

   …弊社 HP「ユーザー様向け操作ガイド」をご覧いただければ、簡単にセットアップが 

    できます。 

    ●標準仕様として、次の 2 つの機能を装備しています。 

          ※両面印刷機能 ； プラスチックカードの裏面を印刷する機能です。 

      ※磁気データ書き込み機能：カード印刷時に、磁気エンコードを同時処理します。 

      

        ②バーコード印刷ツール    ；２次元バーコードの作成にも対応しています。    

           「QR ドロー」（㈱デンソーウェーブ製）   オープン価格   

＊本ツールは、オプションです。ご使用の要否をご選択ください。  

 

２）導入指導および、セットアップ費用  

… パッケージソフトにつき、含んでおりません。  

※販売店様では、１回（3H）150,000 円にて任意回数の対応をされています。 

※遠隔地の場合には、実費交通費、宿泊費のご請求をさせていただく場合があります。 

※パッケージソフトですので、お客様でのセットアップが可能です。 

  

３）プラスチックカードプリンタ  ラインナップ   

 

 

   ■弊社のおすすめしている「SP35 Plus」シリーズは、平成 22 年 12 月より 

機種が更新されました。 

 

     新機種は、「SD260SD260SD260SD260」」」」シリーズシリーズシリーズシリーズとなり、 

1）処理速度が大幅に早くなりました。  ＜フルカラーにて 200 枚／分＞ 

     2）製品保証が 2 年間となりました。   ＜従来：1.5 年間＞ 

3）LAN 対応が標準装備となりました。 ＜従来：有償オプション＞ 

4）本体および消耗品価格は、「SP35 Plus」のまま、据え置きとなっています。 

 

 

 

＜＜ お願い ＞＞ 

なお、ＨＰ等の資料では、一部、新機種に切り替わっておりません。 

このため、弊社サイトおよび添付資料の「SP35 Plus」は「SD260」とお読み替え 

いただきまして、ご検討くださいますよう、お願い申しあげます。 
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3）－1.プラスチックカードプリンタ「ＳD260」 「自動給紙タイプ」 

 

※一般企業様の場合は、「自動給紙タイプ」をお使いいただきます。 

発行枚数が少ない場合は「手差しタイプ」もございます。  

 

 … ＣＨＩＣ（シック・粋で）、ＣＨＥＥＰ（チープ・安価で）、ＣＯＭＰＡＣＴ 

  （コンパクト・簡潔で濃密な）！   オフィスに最適の１台です。 

  年間使用量が１０,０００枚程度を目安とした機種です。 

 

ａ．カードプリンタ SD260   ；    税込価格 ５０４，０００円 
   ＝片面印刷仕様＝              税別 ４８０，０００円 
   ※片面印刷専用モデルです。         

ｂ．カードプリンタ SD260  磁気付 ； 税込価格 ６６１，５００円 
   ＝片面印刷仕様・磁気機能付＝       税別 ６３０，０００円 
    ※磁気＜＜＜＜JISJISJISJIS＞＞＞＞エンコード機能を加えたモデル  

 

 

3）－2. プラスチックカードプリンタ SD260 「手差しタイプ」 

   【廉価モデルです】  

  

ａ．カードプリンタ  SD260 ；     税込価格 ３９９，０００円 
   ＝片面印刷仕様＝              税別 ３８０，０００円 
   ※片面印刷専用モデルです。        

ｂ．カードプリンタ  SD260 磁気付 ；   税込価格 ５５６，５００円 
   ＝片面印刷仕様・磁気機能付＝       税別 ５３０，０００円 
    ※磁気＜＜＜＜ISOISOISOISO＞＞＞＞エンコード機能を加えたモデル  

 

4）「ＳD260」プリンタ消耗品 ※10,000 円未満は、別途送料 1,200 円〔税別〕が必要です。 

 

   ※リボンは、印刷される内容により、フルカラー（ＹＭＣKT）リボンもしくは、 

モノカラー（ＫＴ）リボンをお選びいただきます。 

 

① サーマルヘッド               １式 ；     未定 
  
 ※プリンタご導入に際しましては、あらかじめ 1 セットが添付されております。 

    年間 10,000 枚以上のご使用予定のお客様には、予備品としてのご購入を 
おすすめしております。 
 
 

②ＹＭＣＫＴリボン     1 巻入  ；       税込価格  30,975 円 
 （１巻…500 枚分）…片面フルカラー印刷用       税別  29,500 円 

 

③ＫＴリボン（黒＋ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ）1 巻入  ；       税込価格  27,195 円 
 （１巻…1,000 枚分）…黒印刷専用 ＋トップコート   税別 25,900 円 

 

④リボンキット クロＨＱ   1 巻入／1 式  ；     税込価格    5,250 円  
 （１巻…1,500 枚分）…黒印刷専用           税別   5,000 円 

 

 

 ※SD260 では、単色リボンが新たに発売されました。＜1,500 枚／巻＞ 

  （黒、白、赤、緑、金、銀、メタリックシルバー、メタリックゴールドなど） 
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  ■「SP25 Plus」は、引き続き販売されます。 

   「SD260 手差しタイプ」とは、価格は同じです。 

 

「SP25 Plus」の特長は 

 ①JISⅡ型＜ジス ニガタ＞の磁気データへの書き込みができます。 

※「JISⅡ型」は、日本国内のみで使用されている磁気カードの規格です。 

※SD260 は、「ISO＜国際規格＞の磁気カードに対応しています。 

②「SP25 Plus」は、「リライト印字機能」を備えています。 

※弊社ソフト「ID メイト」でも、お使いいただけます。 

 

 

 

5）プラスチックカードプリンタ「ＳＰ２５」ラインナップ  「手差しタイプ」 

 

   【廉価モデルです。】   

 

ａ．カードプリンタ ＳＰ25 Plus  ；     税込価格 ３９９，０００円 
   ＝片面印刷仕様＝              税別 ３８０，０００円 
   ※片面印刷専用モデルです。       

ｂ．カードプリンタ ＳＰ25Plus 磁気付 ； 税込価格 ５５６，５００円 
   ＝片面印刷仕様・磁気機能付＝       税別 ５３０，０００円 
    ※磁気＜＜＜＜JISJISJISJIS＞＞＞＞エンコード機能モデル  

 

 

6）ＳＰ-２５プリンタ消耗品関連   【SP-25 リボンは、本機種専用品となります。】 

  ※10,000 円未満は、別途送料 1,200 円〔税別〕が必要です。 

 

①ＹＭＣＫＴリボン     1 巻入  ；       税込価格  14,385 円 
 （１巻…125 枚分）…片面フルカラー印刷用         税別 13,700 円 

 

②ｙｍｃＫＴリボン     1 巻入  ；       税込価格  9,587 円    
 （１巻…125 枚分）…片面フルカラー印刷用         税別 9,130 円 
 ※本リボンでは、フルカラー印刷部（写真など）が半分の領域に限定されます。 

 

③Ｋリボン     1 巻入  ；           税込価格  3,465 円 
 （１巻…500 枚分）…片面モノカラー印刷用         税別 3,300 円 
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  ■「SP55 Plus」は、引き続き販売されます。 

  

「SP55 Plus」の特長は 

 ①JISⅡ型＜ジス ニガタ＞の磁気データへの書き込みができます。 

※「JISⅡ型」は、日本国内のみで使用されている磁気カードの規格です。 

※SD260 は、「ISO＜国際規格＞の磁気カードに対応しています。 

②②②②「「「「両面印刷仕様両面印刷仕様両面印刷仕様両面印刷仕様」」」」のののの機種機種機種機種がございますがございますがございますがございます。。。。    

 

  ■「「「「両面印刷両面印刷両面印刷両面印刷がごがごがごがご入用入用入用入用」」」」の場合には、「「「「SP55SP55SP55SP55    PlusPlusPlusPlus」」」」をおをおをおをお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。    

 

 

7）プラスチックカードプリンタ「ＳＰ５５ Ｐｌｕｓ」ラインナップ 

  

 ※片面印刷モデルは、省略いたします。 新機種 SD260 をおすすめいたします。 

 
ｃ．カードプリンタ ＳＰ55  Plus  ；    税込価格  ９３４，５００円   
   ＝両面印刷仕様＝ ；              税別  ８９０，０００円  
   ※両面印刷専用モデルです。       

 
ｄ．ｃ．カードプリンタ ＳＰ55  Plus  ；   税込価格１，０９２，０００円 
   ＝両面印刷／磁気エンコード付＝        税別１，０４０，０００円  
     … 両面印刷モデルに磁気エンコード機能付 

        

8）ＳＰ５５ Ｐｌｕｓプリンタ消耗品関連  

※10,000 円未満は、別途送料 1,200 円〔税別〕が必要です。 

 

①サーマルヘッド               １式 ；     税込価格 115,500 円 
 （１式…片面フルカラーにて 4000 枚分相当）      税別  110,000 円  
                           
                     ：20,000 転写が目安です。YMCKT リボン使用時にて換算 
                       … 1 色印刷するごとに、1 回転写します。 
                       … 片面フルカラー1 枚印刷するごとに、5 回転写します。 
                       … KT リボンの場合は、1 枚印刷するごとに、2 回転写します 
 ※プリンタご導入に際しましては、あらかじめ 1 セットが添付されております。 
  ただし、高額の消耗品でもございますので、予めのご購入をおすすめしております。 

②ＹＭＣＫＴリボン     1 巻入  ；       税込価格  30,975 円 
 （１巻…500 枚分）…片面フルカラー印刷用       税別  29,500 円 

 

③ＫＴリボン（黒＋ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ）1 巻入  ；       税込価格  27,195 円 
 （１巻…1,000 枚分）…黒印刷専用 ＋トップコート   税別 25,900 円 

 

④Ｋリボン（黒）   2 巻入／1 式  ；        税込価格    9,818 円  
 （１巻…1,500 枚分）…黒印刷専用 ＋トップコート   税別   9,350 円 

 

⑤ＹＭＣＫＴ－ＫＴリボン     1 巻入  ；    税込価格  30,975 円  
 （１巻…300 枚分）…片面フルカラー印刷用         税別 29,500 円 
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 ※通常、本システムでは、 

(1)「社名」、「ロゴマーク」など、共通の項目は、あらじかじめ印刷した 

ものをお使いいただきます。 

 (2)印刷カードの価格は、印刷ロットおよび、内容により、異なります。 

  

 

9）カード  ；  ＪＩＳⅡ型＜ジス ニガタ＞ ＰＶＣカード 0.75mm 厚さ 

＝クレジットカードや銀行カードの規格です。＝ 

   

   ＜参考価格＞ 

           印刷なし（ 磁気テープなし）     1,000 枚；  45 円／枚  〔税別〕 

                       500 枚；  50 円／枚  〔税別〕             

      印刷なし （磁気テープつき）   1,000 枚；  55 円／枚  〔税別〕 

                     500 枚；  60 円／枚  〔税別〕 

＜印刷カード価格＞ 

     下記サイト（弊社 姉妹サイト）にて、ご確認いただけます。 

         http://www.idcard.jp/card_ordermade.htmlhttp://www.idcard.jp/card_ordermade.htmlhttp://www.idcard.jp/card_ordermade.htmlhttp://www.idcard.jp/card_ordermade.html 

10）カードケース・クリップ・ストラップ 

   … 各種取扱をいたしております。 

 

    下記「こだわりのアクセサリーズ」サイトも併せて、ご覧ください。      

   http://www.lightstaff.co.jp/supplyhttp://www.lightstaff.co.jp/supplyhttp://www.lightstaff.co.jp/supplyhttp://www.lightstaff.co.jp/supply----ssssolution/holders/holders1.htmolution/holders/holders1.htmolution/holders/holders1.htmolution/holders/holders1.htm    

 

   11）その他 

①本システムは、一般の法人事業所様を対象に開発されたシステムです。 

＊年間のご使用量を目安にお選びください。 

  ＊大量発行が想定される場合には、別途ご相談ください。 

②本システムには、別途、「WindowsXP 対応パソコン」が必要です。 

＊カードプリンタは、「Windows 7」に対応ずみです。 

＊ソフトは「Windows 7」に 2011 年中に対応予定となっています。 

③納期；標準品は受注後約２－３日、別注品は２０日前後が基本です。 

           ④納入場所；貴社ご指定場所へ納入いたします。（ただし、日本国内に限ります） 

           ⑤お支払い条件は、納入月締、翌月お振込にてお願いいたします。 

      ⑥本プリンタは、トラブルの発生に際しては、センドバック方式（メーカー・サービス 

       センタへの送付）による対応となります。 

       また、プリンタの製品保証期間は機種により、異なります。 

       なお、保守契約は締結できます。   
   Light Staff Light Staff Light Staff Light Staff Light Staff Light Staff Light Staff Light Light Staff Light Staff Light Staff Light Staff Light Staff Light Staff  

「使うひとへの思いやり」がテーマです。 

            システムオートクチュール  ライトスタッフライトスタッフライトスタッフライトスタッフ   

 Light Staff Light Staff Light Staff Light Staff Light Staff Light Staff Light Staff Light Light Staff Light Staff Light Staff Light Staff Light Staff Light Staff  

 

      弊社ＨＰでは、最新の情報をご提供しております。 

 消耗品の価格から、保守契約に至るまで、カードプリンタのすべての価格が 

 ご覧になれます。 ぜひ、ご参照ください。 

     http://www.lightstaff.co.jp/ 


