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RFID での解決とは 業務効率アップ
RFID solution produced by

重要物品管理

工具、劇薬、高価物品ほか

社内重要物の持ち出し管理（未返却・紛失）、ムダな資材や機器の購入、商品の入出庫、棚卸し
管理不備、残業などの労務管理合理化問題、管理エリアでのスムーズな入退室など RFID を活用
することで効率的に管理することが可能となります。

重要書類管理

契約関連書類、設計図、仕様書ほか

在庫管理

棚卸の省力化、在庫管理、
製造計画ほか

入退室管理

エリアへの入退室、動線管理、
労務管理ほか

RFID（UHFタグ）のメリット
1｜広範囲での読み取りが可能
2｜複数のタグを一括読取りできる
3｜汚れによる読取り不良が起こり難い（従来のバーコードとの比較）

4｜データの書き込み書き換えが可能
5｜格納できるデータ容量が最大数千文字

音声認識システム

音声認識システムは、アンドロイド端末を活用した「声（音声入力）」と「タッチパネル操作」により、
従来の手書きやパソコンのキーボード入力による手間のかかる記録作業を軽減します。

 ■ 特 徴

■ 音声認識システムで出来ること

■ 活用事例

ハンズフリー
データ入力

音声入力
ﾀｯﾁ ﾈﾙ

音声対話式の
シナリオ機能

入力データの
自動編集

90ｶ国語の
多言語対応

入力データの
ﾘｱﾙﾀｲﾑ共有

＋

機械からの質問に対し、数値や単語・文章などを音声入
力により記録することが出来ます。

あらかじめ指定したキーワードに反応し、設定された案
内や画像表示を行うことが出来ます。

記　録 キーワード設定

キーワード検索による
エリア案内

無人化
コロナ対策

音声ガイドによる
作業アシスト

業務効率
アップ

試験や点検等の記録

作業スピード
向上



RFID solution lineup

IC カード｜IC card

商品ラインナップ

当社では、独自に開発した紙製 ICカードや ICチップ内蔵帳票、プリンター対応RFID カードシー
ト等の商品をご用意しております。また、ラベルタグや金属対応タグ、耐熱タグ等、お客様のニー
ズに合わせた最適な IC タグのご提案も可能です。使用する環境に応じた素材の選定、ご使用に
合わせた開発・企画もいたしますので、ぜひご相談ください。

▪ 紙製ICカード
PVCに比べ、耐久性や耐水性は劣りますが、イベン
トやバラマキ等、一時的な用途に適しています。ま
た、無地カードを弊社で在庫し、ご注文の都度印
刷することで小ロット・短納期対応が可能です。

▪ プラスチックカード
HF帯のICカードです。セキュリティが高く、主
に社員証や学生証、スタッフカードなど、ID
カードで活用されます。
（FeliCa、MIFARE　等）

▪ プリンタ対応RFIDカードシート
RFIDカードをお使いのプリンターでIDカード
がカンタンに作成できます。
※ご使用のプリンターではプリント出来ない場合
があります。事前にプリントテストが必要です。

▪ FR4
難燃性と低導電率を両立した素材です。高
い強度、耐薬品性、耐熱性を備えているのが
特長です。

シール状になっていて、対象物に簡単に貼り付けることができるタグです。
コストが比較的低く、プリンタで簡単に情報を書き込めます。様々な
ニーズに対応できるように、小サイズ～大サイズまで幅広いサイズと長

カードが一般的なHF帯ですが、ラベルへの加工も可能です。カードに
比べて安価なため、コストメリットがあります。リーダーの種類も豊富
なので、汎用性が高いのも特長です。

IC タグラベル｜IC TAG LABEL ハードタグ｜hard tag

※昌栄印刷では指紋認証等の機能を搭載した電子デバイスカードも手掛けております。

物流倉庫や工場等、各現場で使用する高価な道具類の持ち出し、
返却管理を確実に行い、紛失等のロスを防止します。

重要物管理

▪ UHF帯ICラベル ▪ HF帯ICラベル

値札、梱包箱、袋物等
対　象

備品、機器類、物流におけるマテハン機器（パレット、カゴ車、オリコン等）
対　象

カード、社員証、学生証等
対　象

耐熱性 耐衝撃性耐水性耐熱性 耐衝撃性耐水性 耐熱性金属対応金属対応金属対応 耐衝撃性耐水性

FR4

NXP Ucode7M、Alien Higgs3、Inpinj Monza4QT　他

60×25㎜、60×15㎜、80×20㎜　他

　素　材

　チップ

　サイズ

▪ その他
ナイロンを使用したランドリータグなど、用途や
ご要望に応じて様々なタグの開発も承ります。

▪ セラミック
セラミックに回路形成したUHF帯ICタグで
す。樹脂タグや有機ゴム製タグに比べて、耐
薬品性、耐油性に優れています。

セラミック

NXP Ucode7M、Alien Higgs3、Inpinj Monza4QT　他

36×13㎜、22×8㎜、50×10㎜　他

　素　材

　チップ

　サイズ

▪ 樹脂
PC 樹脂、ABS 樹脂等で作製したハードタグ
です。材質によって、耐候性や耐熱性等の特
性を得ることができます。

PC、ABS、PVC、TPU、PPS　他

NXP Ucode7M、Alien Higgs3、Inpinj Monza4QT　他

直径16㎜、92×24㎜、90×11㎜

　素　材

　チップ

　サイズ

紙、PET、PVC、ABS

NXP Ucode7M、Alien Higgs3、Impinj Monza4QT　他

8.15×94.8㎜、22×8㎜、27×97㎜　他

　素　材

　アンテナサイズ

10×97㎜、25×10㎜、30×100㎜　他
　ラベルサイズ

商品管理、物流、倉庫管理、重要書類管理、アパレル　他
　使用例

紙、PET、PVC、ABS　他

MIFARE（Ultralight)、FeliCa(LiteS）、ICODE(SLI)、NTAG　他

8×18㎜、10×17㎜、11×26㎜　他

　素　材

　チップ　チップ

　アンテナサイズ

10×21㎜、13×20㎜、14×30㎜　他
　ラベルサイズ

商品管理、物流、倉庫管理、重要書類管理、アパレル、アミューズメント　他
　使用例

受託業務（ラベル印字業務を承ります。）

本紙掲載の素材、チップ、アンテナサイズ等は一例です。
ご要望に応じてアンテナを独自設計することも可能です。

ICタグラベルの製造だけでなく、バーコード、QRコード、OCR、ナンバー等の印字が
可能です。また印字だけでなく、ICへのエンコードを印字加工と同時に行うことも可
能です。お持ちのプリンタでは大量発行が難しい場合や、一度だけの使用なのでプ
リンタを購入するのはちょっと…という場合は、ぜひご相談ください。

・・・・・・・・・###・・・・・・・・・
162537849071

000128757798
***********************

000665840015
***********************

000659940003
***********************

000778398493
***********************

000849580299
***********************

000299830499
***********************

000998466378
***********************

不足分

物流倉庫や工場、店舗における商品の入出庫時の検品管理や棚卸し業務を一括読取により迅速かつ効率的に
行うことが可能です。バーコードと異なり、汚れや印字カスレによる読取不良がありません。

検品・棚卸し

入庫検品

ピッキング棚卸

出庫検品

UHFハンディターミナル

小ロット、短納期対応の紙製カードなら不定期に行われる期間限定のイベントや発行枚数が少ないIDカードなどに最適です。
イベントでの活用

IC紙カードを活用してイベントのキャンペーンサイトへ誘導 イベント会場でのIC紙カードの活用

UHF帯 ICカードを用いた入退室管理
ハンズフリーで入退室管理を実現します。

①
②荷物で両手がふさがっていても、そのままスムーズに入退場可能です。
③リアルタイムでの施設内の人数・個人を特定します。
④ログデータを活用し出退勤管理データとして利用することで労務管理を効率化します。

ゲートアンテナ マットアンテナ（床置き型） 天井アンテナ
RFIDタグ

RFIDタグ RFIDタグ

入退室の度にICカード
での認証が必要

従来の ICカード

ID CA
RD

イベントサイト
への誘導

ようこそ
イベントサイト
ホームページへ

会員専用ページ

ようこそ
会員サイトへ

会員専用ページ
ログイン画面へ
ジャンプ

会員番号
123456

パスワード

ログイン

紙製ICカードをかざして自動
発券機による食事券、ドリン
ク券等各種チケットの発行。

紙製ICカードによるポイント付与

ID CA
RD

ID CA
RD
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