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ステップバイステップ
ガイドへようこそ。
組織向けIDカードのデザインは重要な
仕事です。 
効果的なIDカードのデザインには、見た
目以上のものが隠されています。しかし、
少しの計画と本ガイドで説明されている
ベストプラクティスを活用すれば、楽しく
取り組むことができます。

この簡単なステップバイステップの概要
と既存のIDカードのギャラリーを確認し
たら、実際に自分でデザインを始めたり、
自分のデザインを改善したりすることが
できます。ダイナミックで効果的かつセキ
ュアなIDカードを作成することは、これ
までにないほど簡単になりました。
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IDカードとは

テクノロジーカードの特長
ホログラムオーバーラミ
ネート

接触ICチップ

高解像度   
印刷（HDP®）フィルム

テクノロジーカード表面

近接アンテナ

スマートチップアンテナ

テクノロジーカード裏面

セキュアなIDカードとは

ロゴ

ホログラム 
オーバーラミネート

スマートカード接触

カスタム背景写真

特殊な 
High Definition 
Printing™

カスタムグラフィックデ
ザイン

カスタマイズされたカードの特長

セキュアなIDカードには名前や写真以外にも多くの要素が含まれます。不正操作や偽造からカー
ドを守るために、視覚的なセキュリティ要素が必要です。テクノロジーカードには、通常、カードデ
ザインに影響を与える埋め込み電子装置、アンテナ、スマートチップ接触が含まれます。 

IDカードとは



IDカードデザインの 
パラメータの定義
効果的なIDカードのデザインには、見た目以上のものが隠さ
れています。 
そのため、この最初のステップがとても重要になります。組織の
IDカードプログラム全体の目的を理解する必要があります。

見た目が魅力的なカードをデザインすることも重要ですが、最
も重要なのは以下の要素を含めることです。 

  ¡   物理的および論理的セキュリティを強化する
  ¡   効率と生産性を高める
  ¡   偽造に対する脆弱性を軽減する  
  ¡   組織のブランドアイデンティティを反映する   

これらの目的が後でカードデザインのパラメータを決定する
のに役立ちます。

4

IDカードプログラム
の目的は、IDカードの
デザインパラメータ
に大きく影響します。

s

人

プライバシー

プロパティ 生産性 

利潤 

プライド 

ステップ1
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カードIDシステムのエキスパートに
相談する
プロセスの始めに、カードIDシステムの専門家に相談すること検討してください。HID 
Global®インテグレーターは、カードをデザインする際に目的を定義および達成するの
に役立つ優れたリソースです。組織を保護する場合でも、プロモーションする場合でも、
あるいはその両方の場合でも活用できます。

IDカードデザインのパラメータ定義に役立つ、ID
カードの目的に関する質問は以下のとおりです。

   ¡  従業員、請負業者、訪問者は何人いますか？それ
ぞれに対して個別のカードデザインを採用して
いますか？ 

   ¡  組織内のいくつの異なる領域で、カードが相互
利用されますか？それぞれに異なるレベルの
セキュリティクリアランスが必要ですか？ 

   ¡ そのカードデザインは政府の規制を順守する  
  必要がありますか？ 

   ¡  各カード会員の身元情報をどのように確認お
よび認証しますか？ 

ハウツーステップ



白いカードにカラー写真を載せるだけでは十分ではありませ
ん。現在では、コンピューターを持っている人なら誰でも本物
っぽいIDカードを簡単に作成できます。適切なカードデザイン
は、IDカード偽造に対する脆弱性を軽減するのに役立ちます。
セキュアなカードデザインの最初の一歩は、偽造されにくく、認
証が容易なホログラムセキュリティ要素を組み込むことです。
シンプルなホイルなどの基本要素から、カスタムデザインのホ
ログラムオーバーラミネートなどの洗練されたソリューション
まで、あらゆるニーズと予算の選択肢があります。

認定されたHID Globalインテグレーターは、次のカ
ードデザインのセキュリティ要素を決定するための優

れたリソースです。

s
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視覚的なセキュリティのレベル
を決定する

ステップ2

人

プライバシー

プロパティ生産性利潤 

プライド 



ホログラムオーバーラミネー
トは、既製のホログラムデザイ
ンを含めることができます。あ
るいは、カスタムデザインを作
成して、セキュリティやブラン
ドをさらに強化することも可
能です。

セキュアなIDカード
のデザインの出発点
は、 最低300 dpi
のカラー写真です。
デザインの観点から
見ると、写真が大き
くて鮮やかになるほ
ど、カード所有者を
認証するのが簡単に
なります。 

クレジットカードなどに見
られるホログラムホイル
や画像は、カードの表面
に貼り付けたり、表面の下
に埋め込んだりして、さら
に安全性を高めることが
できます。

ホログラムには、マイクロテキストと細線（ギロシェ）デザイン
から、アニメーションモーフィング画像のような光学的偽造防
止技術（OVD）に至る、ハイテクで階層化されたセキュリティ
機能を搭載することができます。

t

s

s
s
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ハウツーステップ



スマートカードや「クラ
ムシェル」近接カードの
ような電子装置が内蔵
されたカードは、使用す
るプリンターの種類やデ
ザインの選択に影響を
与えます。 

s
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組織で使用するカードテクノロジーは、カードデザインに影響
を与えます。 

また、使用するカードプリンター/エンコーダーの選択にも影響
します。しかし、次のようなテクノロジーに対応しているデザイ
ンを採用すれば、素晴らしいカードを作成することができます。 

  ¡  バーコード
  ¡  接触/非接触スマートカード 
  ¡  近接アンテナ
  ¡  磁気ストライプ 

カードの内側や外側にかかわらず、このようなテクノロジーは
表面を変え、デザインを印刷したりするのが難しくなります。

必要なテクノロジーを決定する
ステップ3



効果的なIDカードのデザインには、機能、セキュリティ、グラフィックの3つの階層が
必要です。これらの要素を決定する際には、セキュリティ担当者、IDカードシステムイ
ンテグレーター、グラフィックデザイナーなどの専門家と協力することが賢明です。 

運用にバーコードを活用する予定ですか？ 

周囲に十分なスペースを確保して、問題のな
いスキャンを確実に行います。また、バーコ
ードが背景色上に印刷されている場合は、
背景色にスキャンできる十分なコントラスト
が備わっていることを確認してください。

磁気ストライプを搭載したカードをデザイン
するには？このような要素の中には、IDカー
ド上で位置が固定されているものがあるこ
とを忘れないでください。 

近接カード内に電子装置を組み込むと、カ
ード表面が不規則になります。プロックスや
その他のテクノロジーカードで画質を一定
に保つには、High Definition Printing™

テクノロジーの使用を検討してください。

従来のほとんどのDirect-to-Cardカードプ
リンターでは、しっかりとスマートカードに
接触して印刷しようとすると、プリントヘッ
ドに損傷を与える危険性があります。High 
Definition Printing テクノロジーは、接
触部分の端まで印刷し、さらにカードの端
も印刷することで、高品質な見た目を実現
します。

s
s

s
s

s

s
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ハウツーステップ



最大限の効果を得るには、縦方向と横方向の両方を検討する
ことが必要です。

正解は1つではありません。テクノロジー要素（通常は移動で
きない）の周りにカードのグラフィック要素を配置する際に、
以下を自問してください。

 ¡  カードはどのようにすれば最も見やすく、使いやすくなりま
すか？  

 ¡ カード上のどこに電子装置を埋め込みますか？ 

 ¡  カードにクリップの穴やストラップが必要ですか？

¡  カードに重要な情報が印刷されていますか？時間の経過と
ともに、スワイプによる摩耗でこすれ落ちる可能性がありま
すか？その場合は、保護オーバーラミネートの追加を検討し
てください。

お忘れなく！カードに
ストラップを直接付け
る場合は、デザインに
穴をあける必要があり
ます。組織のロゴの上
に穴を開けてはいけ
ません。

s

IDカードの向きとレイアウトを
決定する
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ステップ4



カードをグリッドに分割し、最初にスマ
ートカードの接触や磁気ストライプ、視
覚的なセキュリティ要素またはパンチ
穴などの固定要素を配置します。セキュ
リティのために表面と裏面の方向を決
めることができます。

s

多くの企業は一目で確認できるように、2方向を採用して
います。機能を十分に搭載した縦型カードは、常勤の従業
員が身に付けます。機能的の少ない横型カードは、訪問者
や短期請負業者が利用します。

s
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ハウツーステップ



IDカードのデザインは、単なるセキュリティ装置や機能的な
ツールではないことに留意しましょう。組織のイメージとブラ
ンドの延長線上に位置するものでもあります。魅力的でプロフ
ェッショナルなカードは、組織やその従業員に正しいメッセー
ジを伝えます。また、上手くデザインされたカードはより摩耗し
やすいので、カードプログラム全体の有効性を確保するため
には長い道のりが必要になります。 
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カードのグラフィックスと
書体を選択する

ステップ5

ォントは、特定の書体の文字セットとスタイルです。



明るい色が通常、最も効果的です。暗い色
は、読みやすさに悪影響が出る可能性があ
ります。同様に、パステル色の背景は色あせ
て見えることがあります。 
テクスチャード背景は、均一な背景よりも
カード表面の欠陥を最小限に抑えること
ができます。

対比色は、さまざまなレベルのアクセスま
たはセキュリティのクリアランスを示すため
によく使用されます。

通常、カード所有者の写真が最も重要で
す。そのため、少なくとも300 dpiの画像
を使用し、写真をできるだけ大きくすること
が重要です。

優れた書体は、読みやすく、素早く正確な
確認を行うのに役立ちます。「sans serif」
フォントが最適です。 

1つまたは2つのフォントの使用が推奨さ
れています。フォントが多すぎると、カード
が読みにくくなる可能性があります。 

オンライン写真素材企業は、ダイナミックなイメージを持つプロフェッショ
ナルな見た目のカードをデザインするために貴重なリソースとなります。

t

s
s

s
s

s
s
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ハウツーステップ



ここまで、IDカードのカスタムデザインについて学習してきま
した。次はそのデザインから実際にカードを製造するために、
適切なカードプリンター/エンコーダーを選択する重要な作
業を行います。カードにシンプルな磁気ストライプテクノロジ
ーを採用している場合、または電子装置がまったくない場合
は、従来の印刷テクノロジーのダイレクト トゥ カード (DTC®)
を検討してください。カードに電子機器が埋め込まれている場
合、または画質を最優先している場合は、高密度印刷(HDP)™

（HDP®）テクノロジーを検討してください。

プリンターのモデルによっては、HDPプリンターに300 dpi
または600 dpiのプリントヘッドを選択することができます。
優れたテキストと画質を得るには、高解像度の600 dpi印刷
を強くお勧めします。600 dpiを使用すると、色や画像、テキス
ト、バーコードが鮮明になり、漢字やアラビア語、キリル文字な
どの複雑な文字も明確に表示され、読みやすくなります。

カードデザインにかかわらず、オンデマンドのニーズを満たすこ
とができる多数の印刷、エンコーディング、ラミネートのオプシ
ョンがあります。

IDカードのデザインを活
かす、信頼性の高い印刷、
エンコーディング、ラミネ

ーションソリューションの
オプションに関する詳細
については、hidglobal.
com/products/
card-printers/
fargoにアクセスしてく
ださい。

s
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IDカードの印刷、エンコード、ラ
ミネート

ステップ6



カードIDシステムのコンポーネントと機能を知ることは、システ
ムを最大限に活用するカードをデザインするのに役立ちます。

t

新しいデザインは高密度カードで
はどのように見えますか？その名
前どおり、高密度プリンター(HDP)
では、今日のデスクトップカードプ
リンター市場で最高の印刷品質が
得られます。普通の写真のIDからハ
イセキュリティのテクノロジーカー
ドまで、HDPテクノロジーはカード
の優れたデザインに役立ちます。

s

高度なIDカードプリンターは、カー
ドを印刷するだけでなく、複数のテク
ノロジーをエンコードしてラミネー
トすることもできます。

s

ホログラムオーバーラミネートは、グラフィックスの豊富なデザイン層を
カードに追加して、カードのセキュリティと耐久性を大幅に向上させます。

s

カード発行ソフトウェアは、IDカードの作
成と生産、およびカード発行の管理の効
率を高めることができます。

s
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ハウツーステップ



カードの画質と機能をテストする

大規模な実装の前に包括的なテストを実行することで、確実
に導入を成功させることができます。この時点でパフォーマン
スの問題を特定することで、時間とコストを大幅に節約できま
す。再確認すべき項目：

  ¡  画質は一貫していますか？   
  ¡  カードデータはすべてのチェックポイントで正常に読み取

れますか？ 
  ¡  カードを使ってアクティビティを追跡している場合、そのデ

ータがシステムに正確に送信されていますか？

おめでとうございます。プロセスのすべてのポイントでIDカード
システムをテストしたら、自信を持って進めることができます。

色、イメージ、テキス
トは、計画したとお
り正確に印刷されて
いますか？
十分な時間をかけ
て修正を行ってくだ
さい。今後、あなた
はIDカードやそのデ
ザインを長期間見る
ことになります。

s
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ステップ7



使用する予定のプリンターでカードデザインをテストすることで、カ
ードの大量生産中に驚くことはありません。 

グラフィックス編集プログラムとプリンター設
定を使用して、好みに合わせて画像を微調整し
ます。

ハウツーステップ

s

新しいIDカードに
より、組織のセキュ
リティ、生産性、効
率性が向上します。

s

s
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ダイナミックで安全かつ効果
的なIDカードを、どの組織で
も作成することができます。 

まったく同じ組織というのは存在しません

が、資産の確保や生産性の向上については、
多くの点で共通する目標と課題があります。 

IDカードギャラリーのサンプルカードを見て
みましょう。独自のソリューションを改善する
ために必要な創造的なアイデアをひらめくの
に役立つかもしれません。

IDカードギャラリー
効果的なIDカードのサンプル



fitness factory
baxter high school
globe labs, inc.
hayes county
monroe university 
axess internet, pllc.
garfield high school 
armstrong high school 
fitness 4 life health 
club
mount view university
environmental services 
agency
oakfield school district 
blue wave software, 
inc. 
mckinley airport
club physique
media wide publishing
wilsonmayer
triad manufacturing 
metro transit



MVUの学生や職
員は、2Dバーコー
ドの便利なスキャ
ンのおかげで、図
書館やメディアセ
ンターの資料や
レクリエーション
装置に素早く便
利にアクセスでき
ます。

学生のIDと授業
料の口座残高（カ
ードのスマートチ
ップを介して読み
込む）を確認して
から、各学期のク
ラス登録を行う必
要があります。

マウントビュー大
学は、FastBank
とのスポンサー
付きパートナーシ
ップを通じて、磁
気ド印刷コストの
一部を補うことが
できました。カー
ドの磁気ストライ
プにより、学生や
教職員はキャンパ
ス内のFastBank
セルフサービスキ
オスクにアクセス
できます。

学生のID番号は、
高度なカード読
み取り装置を備
えていない従来
のキャンパス施設
でユーザー認証
を行うために使
用されます。 

国内で最も有名で風光明媚なキャンパスとしての評判を強化するために、マ
ウントビューパークの背景写真にカスタムホログラムオーバーラミネートを
選択するよりも優れた方法はありません。

大学
マウントビュー大学評価の高いリベラルアーツ

20

主な懸念事項：  金融取引、施設アクセス、不正防止、ブランド強化
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K-12教育 
ストーンリッジ・シニア・ハイスクール：郊外の大きな高等学校 

カードのバーコー
ドを各授業の最初
にスキャンして、学
校の出欠記録を自
動化します。緊急
時には、これは応
答者に重要な物流
情報を提供するこ
とができます。

大きな学生写真
は、職員が学校の
学生として個人を
即座に確認するの
に役立ちます。

磁気ストライプを
シンプルにスワイ
プするだけで、学生
は昼食代の支払い
や、図書の貸し出
し、放課後の運動
施設へのアクセス
が可能です。

鮮やかでカラフル
なグラフィックス
は、学校のイメー
ジを強化します。
さらに、学生はス
クールカラーを
見せるのが好き
になります。

このカードは、すべ
ての学校のスポー
ツイベントやその
他の活動に備えて
耐久性のある再利
用可能なチケット
として機能します。

学長と学生自治会
は、行動規範がす
べてのカードに含
まれることに同意
しています。

IDカードギャラリー

主な懸念事項：   キャッシュレスカフェテリア、出席記録、学校への誇り、本や機器の追跡



カードの表面にあるカ
ラーコードシステムを
介して、さまざまなセキ
ュリティクリアランスレ
ベルをセキュリティ担
当者に伝えます。

このカードのス
マートチップによ
り、事故が発生し
た際に施設やネ
ットワークアクセ
スへの最新のセ
キュリティクリア
ランスの変更が
可能です。

カードの表面にカード
保有者の大きな写真、
裏面に複製された暗い
モノクロの画像を掲載
することで、IDカードの
表面しか見ることがで
きない偽造者を簡単か
つ効果的に抑止するこ
とができます。

米国旗の鮮明で
カラフルなグラフ
ィックスは、愛国
心とカード保有
者の誇りを高め
るようにデザイン
されています。

1つのカード（1
次元および2次
元バーコード、ス
マートチップ、光
ストライプ、アン
テナ）上で複数の
テクノロジーを
使用することによ
り、さまざま洗練
された施設内の
新しいシステムと
従来のシステム
の両方に接続で
きます。

連邦政府
米国のセキュリティ部門：高度な安全対策を行う政府機関
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主な懸念事項：   通常のコンプライアンス、従来型システムとの相互運用性、セキュリテ
ィクリアランスレベル 
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磁気ストライプによ
り、建物のフロアへの
段階的アクセスが容
易になります。従業員
の個々のフロアへの
アクセスは、適切なセ
キュリティクリアラン
スレベルで制限され
ています。

ウォーターフロント再
開発計画における役
割を誇りにしているヘ
イズ郡政府センター
は、新しい建物のプロ
が撮影した写真をID
カードに掲載すること
を熱望していました。

郡は連邦国土安全保
障の資金を利用し、カ
ードの表面にカスタム
ホログラムホイルを追
加して、カードIDシステ
ムのセキュリティを強
化しました。

センターへの訪問
に制限がかけられ
ている人物は、同
伴者および認証
済みの従業員写
真と署名なしには
訪問が認められま
せん。

都道府県庁および市区町村役場
ヘイズ郡政府センター：都市政府施設

郡は以前発生した政
府センター機関への
侵入者事件の後、安
全性を高めるために、
裁判官から門衛に至
るすべての従業員に
写真IDを義務付け
ました。

IDカードギャラリー

主な懸念事項：   アクセス制御、セキュリティクリアランスレベル、評判の向上、公共の
安全性 



大企業
WILSONMAYER社：複数の部門を持つグローバルなハイテクエンジニアリング複合企業 

カードの磁気ストラ
イプは、長期的なプ
ロジェクト中に施設
への一時的アクセス
を許可するように再
プログラムすること
ができます。

スマートチップを含むIDカードのすべての要素は、FIPS 201に
準拠しているため、WilsonMayer社は政府機関とのあらゆるレ
ベルの作業に関して確実に承認されます。

カスタマイズされたホロ
グラムオーバーラミネー
トにより、洗練されたセ
キュリティ層を作り、UV
耐性を持ち、数千枚のカ
ードへの会社の投資を
保護します。

WilsonMayer社は、
最近、産業スパイ事
件の被害を受けたた
め、バイオメトリクス
とスマートチップを
組み込むことで、本
社の慎重な扱いが必
要なフロアへの従業
員のアクセスを制御
しています。カラーコ
ードのセキュリティク
リアランスのビジュ
アルIDに注目してく
ださい。

WilsonMayer社は、政府
機関と多くの仕事を行っ
てきた経験から、大理石
の柱をカードの背景に取
り入れました。

WilsonMayer社の
ロゴの周りの複雑な

「タービン」ホログ
ラムは、会社の宇宙
工学分野における起
源を強調します。

24

主な懸念事項：   超高セキュリティ、カード耐久性、政府コンプライアンス、アクセス制御 



Triad Manufacturing社は、
熟練した専任の従業員、特許
取得済みの製品、最先端の
製造プロセスを通して、お客
様に最高品質の製品を提供
することに全力を注いでいま
す。同社の従業員は、業界最
高水準のプロフェッショナリ
ズムと技術知識を顧客に提供
しています。
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中小企業
TRIAD MANUFACTURING社：成長中の製造会社

現場の従業員がサー
ビスコールの開始時
にバーコードをスキャ
ンして、クライアント
のプロジェクト追跡シ
ステムを本社で開始
します。

Triad社は、カード偽造
に対する費用対効果の
高い抑制手段として、改
ざん防止ホログラムホ
イルを選択しました。

最近の合併により新し
くなった企業理念裏面
に掲載しています。すべ
ての従業員がIDカード
を持っているため、すべ
ての従業員がミッショ
ンを遂行できるように
なっています。 

カードの表面に大きな
会社ロゴを使用するこ
とで、企業買収後の同
社の新しいブランドア
イデンティティを強化
しています。

コピーセンターサービ
スを使用する前に磁気
ストライプをスワイプ
すると、適切なコスト
センターへの後続のコ
ストが自動的に追跡さ
れます。

IDカードギャラリー

主な懸念事項：   作業と時間の追跡、在庫管理、カードセキュリティ、ブランド強化 



医療
CHILDREN’S HOSPITAL：国内最大級の小児病院

カードの表面に笑顔
と動物の形を使用し
たことで、病院の幼い
患者にリラックスして
過ごしてもらうために
役立ちます。

新しい患者安全対策
では、介護者は薬を投
与する前にカードの
バーコードと患者のチ
ャートをスキャンする
必要があります。その
後、その情報は中央の
患者データベースに
送信されます。

カードのカスタムホ
ログラムホイルは、セ
キュリティの強力な指
標になるだけでなく、
病院スタッフとシャイ
な患者のコミュニケー
ションのきっかけにな
ります。

病院が小児科メイン
であることを伝えるた
めに、カードの色とシ
ンプルなデザインが
選ばれました。

磁気ストライプは、
フロアへのアクセス
を制限し、集中治療
室前の望ましくない
多くの人通りを減ら
します。病院のCEOの「使命

の重要性を日々思い
出すための」リクエス
トにより、カードの裏
面に病院の理念が掲
載されています。 
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主な懸念事項：   アクセス制御、セキュリティ、データ追跡、ブランド強化、患者体験
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クラブは、カスタム
ホログラムホイル
をカードに組み込
むことで、偽造防止
と詐欺を防止しな
がらも、視覚的に
訴える方法を採用
しました。

磁気ストライプ
は、各施設の特
別セクションへの
アクセス権を決
めるシルバー、ゴ
ールド、プラチナ
の会員資格レベ
ルの導入を促進
しました。

人気のスポーツク
ラブに新しく仲間
入りしたFitness 
4 Lifeは、既存メン
バーや見込み客と
一緒にブランドと
ミッションを強化
することを積極的
に考えています。

サインイン/サインアウトバーコードは、個々の会員資格の使用状況
を追跡し、不使用期間に会員維持戦略を実行するための貴重な情報
をクラブに提供します。

磁気ストライプは、個々のメンバープロフィールと連携しており、各会
員が運動目標を達成するために、トレーニングマシン上で積極的な
強化や励ましの情報を提供します。

ロイヤリティと会員資格 
FITNESS 4 LIFE HEALTH CLUB：An ambitious new club chain

IDカードギャラリー

主な懸念事項：   出席追跡、機器アクセス、詐欺の低減、ブランド強化 



政府と市民：国民ID
ユートピア国：2500万人の人口を持つ国家

事前印刷され
たVisual 
Security 
Elements

（VSE）には、
セキュリティを
強化するため
の細線とマイク
ロテキストが含
まれています。

カラープリントと
白黒レーザーカ
ードホルダー画
像の両方で 
One-2-One™認
証のためにパー
ソナライズされて
います

個人につき1つの法的に有効な身分証明書を国民IDカードという形式で持つこ
とがユートピアの市民権の基礎となります。セキュアなデータストレージと階層化
されたビジュアルセキュリティを組み合わせて実装することで、個人データが保護
され、不正行為が軽減されます。国旗のカスタムイメージは、市民の誇りを感じさ
せます。

レーザー刻印は、触覚認証のための表面レリーフ、マルチレーザーイメージ（MLI）など
の詳細なマイクロテキストとレンチキュラーパーソナライゼーションなどの複数のセキ
ュリティ機能を可能にし、カードの安全性と偽造防止性を確保します。

指紋生体認証は、
保有者の追加認
証のためにカード
に追加されてい
ます。

磁気ストライプや
バーコードなどの
単一のカード上
に複数のテクノロ
ジーを搭載するこ
とで、投票権や複
数の政府サービ
スへのアクセス権
を証明できます。 

セキュアなデータストレージを活用すれば、画像、出生証明
書、人口統計データなど、相当量の情報をカードに直接保存
することができます。

主な懸念事項：  国民のID、政府サービスへのアクセス、個人情報の盗難防止、国家の誇り

国民ID
姓
ANDERSON
名
JANE
生年月日
1980年6月10日
出生地
UTOPIA
有効期限
2019年12月

31日

保有者の署名

国籍
UTO
性別
女性

28

ANDERSON、JANE
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輸送機関
GO TRANSIT社：メトロポリタン都市のバスと路面電車の交通手段を提供する会社。

カスタムグラフ
ィックスは、ブ
ランドの認知度
向上と顧客ロイ
ヤルティの向上
を通じて、GO 
Transitに収益
向上の機会を
提供します。 

便利で補充可能な
キャッシュレストラ
ンジットパスをサ
ポートする交通機
関運営業者は、消
費者の乗車率が上
昇させることがで
きます。

スマートカードトランジットのチケット発行は、取引が非常に安全であり、紙の
偽造チケットを防止します。トランジットパスはまた、トランジット消費者の効
率と利便性を向上させます。

2Dバーコードを
スキャンするだけ
で、バスや路面電
車などの複数の交
通機関にアクセス
できます。

再利用と補充
が可能でセキュ
アなカードによ
り、紙ベースの
発券システムを
維持することに
伴うコストと手
間を大幅に削
減できます。

主な懸念事項：  補充可能なトランジットパス、チケット詐欺防止、ブランド認知度、ロイヤルティ

Christina 
Saunders
発行日  05 JAN 2017
PASS 643-664-876

Christina Saunders



人

プライバシー

プロパティ生産性利潤 

プライド 

注意
これらのページを使用してIDカードを作成する際にメモを取
ってください。自信を持って始めましょう！
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