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カードパーソナライゼーションソフトウェア
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利用可能なツール



タブ付ナビゲーションでのマルチタスク
や、
カードデザインとデータ入力の切り替
えが簡単にでき、
それぞれを個々に管理で
きます。



ツールバーにはよく使うエレメントを機能的
に配置しています。



色や属性を必要な時だけ表示させるコント
ロールパレットで、
ワークスペースはいつも
すっきりしています。



「画面と同じカードが出来上がる」
ディスプ
レイには印刷されるカードがデータやプレ
ースホルダーとともに正確に表示されます。

直観的で使いやすいインターフェース – 優れたユーザーエクスペリエンスで、写真付きID
カードのデザインとデータ入力が簡単にできます。

選べるデータ ソース–Asure ID内蔵のデータベースからカードを簡単に印刷できます。
または、
リアルタイムのデータエクスチェンジ機能であるLive Linkを使用して、
ネットワー
ク上の人事、
セキュリティ、ERPデータベースから、複数のワークステーションで直接デー
タを共有することも可能です。

カスタマイズ可能なレポートを安全に作成– 標準的な
既成のレポートに加え、
フィルタ、
ソート、
グループ化などのデータ操作で、
カスタムレポート
の作成と保存がいちだんと簡単になりました。レポートに権限を設定することでアプリケ
ーション全体をパスワードで保護し、Asure ID Enterpriseにより個人データの安全性が
高まります。

これまでにないほど生産性が明確に。
Asure ID 7は、IDカードパーソナライゼーションソフ
トウエアの見た目、感触、実行を体系的に変化させまし
た。新しいユーザーインターフェースと簡略化された
プロセスにより、
IDカードのテンプレートデザインやデ
ータ入力は驚くほど簡単になりました。カードのデザ
インやデータの追加に必要なものがすべて備わってい
るAsure IDにより、
カードデザインからデータ入力、印
刷、
レポート作成までをスムーズに行うことができます。
日常業務がよりスムーズに。
マウスを数回クリックするだけで、
日常業務を完了す
ることができます。写真のキャプチャやアップロード、
カードの無効化や印刷カウンターの設定などがとても
簡単にできます。さらに、Microsoft® SQL Server®
のネットワーク経由で、
内蔵のMicrosoft®Access®
データベースまたはLive Linkから、
カードにデータフ
ィールドを直接追加することができます。これらのよ
く使われる機能はMicrosoftの
「リボン」
に似たツールバ
ーに配置され、
簡単に使いこなせるようになっています。
標準的な機能：
「記憶」
をするAsure ID起動時に最後に使用
されたテンプレートとレポートを自動的に読み込
みます。
また、
進歩したユーザー権限機能で、特
定のAsure IDモジュールとテンプレートに対し
て、
アクセス制限や許可を行うこともできます。
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Quick Filterデータベース内のすべてのフィールドで
ワイルドカード検索が可能です。Global Findリンクし
ているすべてのデータベースとテンプレート
まで、便利な機能が拡張しています。
Auto-Enhanceクリックひとつで写真を記録します。
さらに便利な機能：
SIF Agentオプションのアドオンで、Asure ID
EnterpriseをSchools Interoperability Framework
(SIF)基準に適合させることができます。一貫性のあるデ
ータ共有が可能になり、
データの重複入力や、
SIF対応の他の学校や学区との不
一致を防ぐことができます。
Asure ID Enterpriseは、Microsoft Access、SQL
データべース、ODBCインポートに対応し、
エンタ
ープライズ規模のカード発行のためのデータベー
ス接続とネットワーキングを拡大します。カード
に関する技術的サポートなどを含むニーズが高ま
った場合には、Asure ID Exchangeにアップグレ
ードするだけで、機能と操作性が追加できます。

仕様

ASURE ID® は、以下の用途のカード
作成に適しています。
 大企業
一般

対応オペレーティングシステム:
Windows® 7/8.1/10
Windows Pro タブレットを含む
対応言語：英語、
フランス語、
ドイツ語、
スペイン語、
ロシア語、
ポルトガル
語
（ブラジル）
、
イタリア語、
日本語、
韓国語、
簡体字中国語、
タイ語、
インド
ネシア語、
アラビア語、
トルコ語、
チェコ語

Microsoft® Access® (2000、2002、2003)

SOLO

EXPRESS
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EXCHANGE

















ネイティブ

ネイティブ/ Live
Link™

ネイティブ/ Live
Link

ネイティブ/ Live
Link







ネイティブ/
Live Link

ネイティブ/
Live Link

ユーザー権限設定とカードテンプレートへのパスワードによ
るログイン
Microsoft® SQL Server® (2000、
2005、
2008、
2012、
2014)

ネットワーク接続可能
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 国内身分証明プロ
グラム
 運転免許証
 行政/軍
 地方自治体
 医療機関
 教育機関



MySQL® (バージョン5)

Live Link
ネイティブ/
Live Link

Oracle® (9i、11g)
Microsoft Active Directory/LDAP

（読み取り専用）
カードデザイン

両面デザイン用テンプレート

































1次元バーコードの追加









磁気ストライプの追加









蛍光パネル
（Fパネル）対応









CR-80のみ
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テキストフィールドの追加（動的 & 静的）
写真フィールドの追加
画像のインポート
（ロゴ、図形など）

カードサイズのバリエーション
データフィールドの追加

上限なし

上限なし

上限なし

複合データフィールドの追加







署名キャプチャ搭載























Lumidigm指紋登録の搭載

2次元バーコードの追加(PDF417、
QRコード、
データストラ
イプ)
条件付きデザインと印刷ルールの設定

スマートカードのエンコードと管理(iDIRECTOR®)1



プログラムアクセス制御クレデンシャル
（iCLASS SE®エンコーダー対応）

7

レーザー印字テキスト、
データ、
写真フィールドの追加

2

Auto-Enhanceによる写真キャプチャ搭載
（TWAIN、DirectShow®、WIA）
記録の保存と検索

データ入力








200件

3

上限なし

上限なし

写真をフォルダに保存



名前を付けて保
存可能

名前を付けて保
存可能

名前を付けて保
存可能

Global Find



Windows® Proタブレット対応
HID GLOBAL®は、安全なID認証作
成のソリューションをリードしている企
業です。
安全なIDの発行、管理、証明のために、Asure
IDの他にも完全で統合的なシステムをご用意
しています。HID Globalの担当者が、以下の
HIDコンポーネントを使用した安全なID認証
システムを、
ニーズに合わせてカスタマイズい
たします。
 FARGO® IDカードプリンター/エンコ
ーダー
 カード、
リボン、
フィルム、
オーバーラミ
ネート
 IDカード生産サービス
 iCLASS®スマートカードリーダーを含む
HID接触型、非接触型カードリーダー
 Lumidigm指紋センサー
Asure ID 7のご利用にあたり、推奨される最
低限必要なシステムは以下の通りです。







 1 GHz以上のプロセッサ

署名キャプチャ搭載







 1 GB RAM

バッチおよびシートでの印刷







レポート
（標準およびカスタム）

 1 GBのハードディスクの空き容量



















インポート





単一データベース/
単一テーブル

単一データベース/
複数テーブル

複数データベース/
複数テーブル

レポートのエクスポート

Microsoft Excelとテキストファイルのインポート/エクス
ポート
ODBCのインポート/エクスポート

4
Live Link（リアルタイムデータエクスチェンジ）

データベースビューの接続
5
教育機関向けインポート/エクスポート
（学生用写真CD）

物理的アクセス制御インテグレーション
（PACSシステムへのクレデンシャル登録）
無料アップデート8
1年/複数年のサポートパッケージ

hidglobal.com

北米: +1 512 776 9000
無料通話: 1 800 237 7769
欧州、
中東、
アフリカ: +44 1440 714 850
アジア太平洋: +852 3160 9800
中南米： +52 55 5081 1650





オプション5

オプション5
オプション5

ASURE ID プロテクションプラン








オプション

オプション

オプション

オプション
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こちらから無料ダウンロードを
お試しいただけます。
hidglobal.com/asureid
1
カードアクセスフォーマット、
スマートカード、
カード作成を管理、制御します。
2
FARGO® HDP8500LEを利用の場合に使用できます。
3
メモリーの容量はMicrosoft Accessによります。
4
サードパーティのデータベースおよびアプリケーションを使用した双方向のデータ
エクスチェンジを行います。
5
追加購入が必要です。
6
Asure ID のサイトライセンスで、
ネットワークにつながっている複数のワークス
テーションでデータベース
の情報が共有できます。
7
iCLASS® Standard/SE/SR /Seos®、
MIFARE DESFire® EV1、
HID Prox。
8
主要製品の発売は、無料アップデートの対象外となります。

