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メイド・イン・フランス
 
Evolisの製品は、高い品質と柔軟性を誇る「
メイド・イン・フランス」製品です。

30%
グローバルな

ビジネスに占める
オーダーメイドソリュ

ーションの割合

7億枚
当社のお客様が

1年間に個人化する
カードの数

8,440
万ユーロ 
売上高

7
世界各国に展開

している支店の数

400
140か国に展開

している販売店の数

360
社員数

「人」と「物」を識別することにより、無限の
可能性が広がります。
より自由で安全な世界の実現に貢献する
ことによって、すべての人が、柔軟で調和のと
れた自由な生活を送ることができます。 

Evolisは、こうした世界を実現することを
目標として、識別ソリューションとカードパー
ソナライゼーションシステムの開発と製造に
取り組んでいます。

当社は、高い開発力と技術的なノウハウに
より、この分野における世界的トップ企業
としての地位を築きました 。

すべての人と物を識別し、
より自由な世界を実現します。
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すべてのマーケットに対応するソリューション
 
Evolisは、ソリューションの開発と製造を自社で
行っています。各分野に対応したソリューションにより、
必要なIDカードを簡単に作成することができます。

• 行政機関
身分証明書、健康保険証、運転免許証

• 教育機関
多目的の学生証カード、スクールバッジ

• 金融機関
銀行カード

• 民間企業
社員バッジ、ビジター用バッジ

• 医療機関
医療従事者バッジ、患者バッジ

• 交通機関
乗車券

• 小売業
ポイントカード、ギフトカード、プライスカード

• 観光業
ビュッフェラベル、テーマパークパス、ルームキー

大事な人と物を簡単に識別することが
できます。

Evolisは使いやすく品質の高いソリューションが評価され
てきた、個人化されたカードの即時発行分野における
一流企業です。

目次
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幅広い製品を
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EVOLIS が提供するソリューション
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安全性
カードの個人化で使用される個人データはお客様の
管理下に置かれ、コンピュータシステムから外部に流出することは
ありません。

経費削減
印刷業務を外部に発注する場合と比較して、コストが大幅に
下がります（最低注文数や送料などを気にする必要はありま
せん）。そのため、必要な機器に対する投資額を短期間で
回収することができます。

ブランドイメージの強化
カードの紛失時や盗難などの緊急時に高品質のカードを
簡単に即時に発行できる当社のサービスは利用者様から高い
評価を受けています。 

即応性 
パーソナル化されたカードをその所有者にすぐに渡すことが 
可能。 

柔軟性
さまざまな用途でソリューションを使用することができます。
カードのデザインを変更したり、カードに新しい情報を追加
することもできます。必要なカードを1枚だけ、または大量の
カードをまとめて印刷することもできます。全てが可能です。

カードを簡単に即時発行
カードをその場でパーソナル化して即時に発行することができます。

快適な生活を実現するために

即時発行
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無限の可能性を秘めたパーソナル化

当社のソリューションには複数の技術が組み込まれているため必要な
機能を選択してカードを数秒で大幅にカスタムすることができます。

接触式ICチップ、非接触式ICチッ
プ、磁気ストライプに
データをエンコードすることができ
ます。

エンコーディング 
ラミネートフィルムとホログラムに
より、カードの安全性を最適な
状態に保つことができます。

安全性 

保護フィルムにより、
カードの寿命を延ばすことが
できます

耐久性 

写真、名前、日付などが保管された独自の
データベースを使用して、パーソナル化されたユ
ニークなカードを作成することができます

（個別に作成することも、まとめて作成すること
もできます）。

個人データ 

各種のオプションを使用して
（カラー/モノクロ印刷、片面/両面印
刷、テキスト、写真、ロゴ、QRコー
ドなど）、イメージどおりのデザ
インを作成することができます。

デザイン

各種のパーソナル化
オプションを組み合わせて
使用することができます。

電子とグラフィックの個人化
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EVOLISソリューションと他社との違い
Evolisソリューションの違いは「個人化」「印刷量」「カード
の耐久性」です。 

現在のニーズを判断するには以下の3点をご確認すること
をお勧めします。
どのようなもパーソナライゼーション要素を印刷する
カードに適用するか 、
1年間に印刷するカードの枚数 、
カードの使用期間 。

EVOLISソリューションの共通点
「設置が容易」「操作が簡単」「拡張性が高い」がEvolis
ソリューションの共通点です。

お好みのソリューションを理想的な選択に。当社の
プリンタは、さまざまなITシステムに統合され、直感的に使用す
ることができます。
 
カードの高度なセキュリティ機能も、より高い発行能力や
新機能の導入も可能です。

当社のソリューションはその場で直接設定できるさまざまな
オプションによってお客様のニーズに合わせて進化しています。

この高い拡張性により、Evolisソリューションの最適な
費用対効果を保証いたします。

カードのパーソナル化と印刷がわずか数秒で
完了
当社のカードプリンタは、単純なものから非常に複雑なものま
で様々なニーズに対応しています。

プロ仕様の多機能カードプリンタ
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EDIKIO 
小売業界、ホテル・レストラン業界に特化した  ソ
リューション

Edikioは特殊なラベリングのニーズに基づき 設
計されました。

•  ソフトウェアには 値札とビュッフェ用ラベルの
テンプレート。

•  食品業界に嬉しい清掃しや すい 黒いカード
と白い印刷リボン。オプションで他のカードや    
リボンも使用可能。

•  オプションの豊富なアクセサリを使用してラベルを
魅力的にアレンジ。

簡単に操作できる
実用的なソリューショ
ンです。

BADGY 
中小企業向けソリューション

BADGYは簡単なクリック操作でさまざま
なカードが印刷可能な多機能
ソリューションです。

•  専用ソフトウェアとオンラインのカードラ
イブラリからアクセス可能な幅広い  種
類のテンプレートが用意されています。

•  社員バッジ、学生証カード、会員カード、
ポイントカードなど、各種の用途に対応
しています。

Evolisのソリューションには、必要な機能が
すべて組み込まれています。
当社はこれまで現場で実用的で使いやすいソリューションの
不足によって担当者がバッジやラベルを非効率的な方法で作
成しているのを見てきました。

そこで私たちは、シンプルで効率的な方法でバッジやラベルを
作成するにはどうすればよいかと考えました。 
そうして生まれたのが、当社のオールインワンソリューションです。

オールイン
ワンソリューション
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プリセールス専門家、プロジェクトマネージはー、試作開発      
技術士で構成されている当社の専門家チーム世界中のお客様
の企画を成功に導くために、以下の開発に取り組んでいます。

• 機械的特性

• 電子特性

• ファームウェアツール

• ソフトウェアツール

• 新しい消耗品

標準的なソリューションの開発だけでなく、お客様の
ニーズに合わせたオーダーメイドプロジェクトにも対応して
います。
 
このスタートアップ精神が、すべてのプロジェクトを
革新的な方法で成功に導くための原動力になっています。
このスタートアップ精神にEvolisグループの産業力と
商業力を合わせてどんな困難な課題でも解決していきます。 

完全にオーダー
メイドされた企画の
実施に関連する業務
が当社の全世界の
売上高の30％を占
めています。

スタートアップ企業としての機敏性と、
グローバル企業としての強み

オーダーメイドプロジェクトに特化した当社の強みは、お客様
のニーズに応えるための非常に高い対応力です。
 

オーダーメイドのサポート
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+1500
Evolisプリンタが設置さ
れている金融機関の数

50
カ国

+90 000
設置されているEvolisプリンタ

の台数

当社は世界中のシステムインテグレーター、
ソフトウェア発行者、カード製造業者と協力し銀行
カードの即時発行というミッションに取り組んでいま
す。

銀行の店舗に最も多く設置されているのがEvolis
のカードプリンタであり、当社がこの市場のトップ
となる土台です。

銀行カードの即時発行に関する課題に対応 

当社は、これまでに蓄積してきた専門知識をベースとして、
金融業界特有のニーズに対応した銀行向けソリューションを
提供しています。これらのソリューションにより、さまざまな
銀行カードを即時に発行することができます。

Evolisのカードプリンタの特長は、非常に高い即応性と           
高度なパーソナル化機能です。さまざまな種類の銀行カード
を簡単に作成し、その翌日に消費者に渡すことができます。 

金融業界特有のニーズに対応
した銀行向けソリューションです。 

特定の銀行ソリューション
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•  Evolisプリンタの管理と設定を簡単に行うことができる    
ソフトウェアスイート「Evolis Premium Suite」

•  さまざまな市場に対応するカードパーソナル化ソフトウェ
ア

•  パーソナル化されたカードやラベルを作成するための      
ビジネスソフトウェア

•  開発作業担当者と統合作業担当者用のツールボックス      
「ソフトウェア開発キット（SDK）」

Evolisのソフトウェアを使用すれ
ば、最適な条件でプリンタの管理や
カードのパーソナル化などを行うこ
とができます。 

ユーザーエクスペリエンスを最優先
Evolisはお客様に最適な条件で当社製品をご使用いただくた
めに、ソフトウェアソリューションを自社開発しています。

Evolisのソフトウェアソリューションは、さまざまなITシステム
に簡単に統合できるように、ユーザーエクスペリエンスを重視
して設計されています。

そのため、既存のアプリケーションに問題なく統合され、
最適化された直感的な作業環境につながります。

ソフトウェアソリューション

セルフサービス端末を使用してさまざまな種類の
カードを発行することにより、最適なカスタマーエクスペリエ
ンスを提供することができます。
Evolisの専用ソリューションを使用すれば、求められる
自律性、統合に関する制約事項、カードのパーソナル化
レベルなどに応じて、さまざまなニーズに対応すること
ができます。

24時間365日使用できるサービス
多くの業界がセルフサービス端末のメリットに注目しています。 

セルフサービス端末が消費者との接点になり提供するサービス
の質を高めながら運用コストの削減に繋がります。

セルフサービス型のキオスク用カードプリンタ 
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当社は、アクセサリの素材にもこだわってい
ます。アクセサリの素材を厳選することによ
り、エンコードされたカードデータのセキュリ
ティ、衛生面、環境への配慮に関する要件を
高いレベルで満たしています。

Evolis High Trust®ラベル製品の使用は最適な
印刷品質を確保し、Evolisプリンタの寿命を延ばし
ます。

Evolisプリンタにとって、アクセサリも重要な    
要素です。
各機能に応じてアクセサリーを選択してカードを仕上げてください。 

•  毎日使用するカードをバッジホルダー、カバー、ストラップ、             
クリップ、格納式コードなどで簡単に保護。 

•  食品業界専用のディスプレイスタンド、ラベルホルダー、スパイクな
どを使用して、カードを目立たせることができます。

アクセサリ 

安全性
カードに適切なレベルのセキュリティを適用。

お手入れ
クリーニングキットとお手入れでプリンタの  
性能を最適な状態に保ちましょう。

デザイン 
セ ル フ サ ー ビ ス 端 末 を 使
カードのフォーマットや色、印刷カラーなど、
さまざまなオプションを使用してイメージどお
りのデザインを作成することができます。

保護
カードの耐久性を高める特定のリボン。

個別化・保護・安全性
Evolis High Trust®消耗品の3つの機能です。カード、
リボン、クリーニングキットなど、150種類を超える消耗品
がプリンタの可能性を広げます。

リボン、カード、クリーニングキット
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契約書の作成や銀行カードの
受け渡しなど、多く手書きに署名が
必要とされています。

利用しやすく安全性が確保されたEvolisの電子署名タブレット
には、さまざまなタブレット技術とソフトウェアソリューションが
組み込まれているため、安全な方法で簡単に電子署名を行う  こ
とができます。 
このタブレットで、以下の操作を行うことができます。

• 高解像度の署名と関連する生体認証データを取得 

•  コンピュータへ転送されるデータの高度暗号化 

•  署名された書類のライフサイクル（配布、保管、アーカイブ）の自
動化

手書き署名を電子署名に移行

署名者の身元を証明する手段としての手書き署名は、
現在でも多くの企業で使用されていますが、電子署名とい
う手段を採用することにより、手書き署名の信頼性と
安全性を確保しながら、完全なデジタル処理に移行して
作業を簡素化することができます。

電子署名タブレット
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本社/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、カナダ 
Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com

ラテンアメリカ 
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

アジア太平洋 
Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPORE - evolisasia@evolis.com

中国 
Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

インド 
Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com
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