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ZE511/ZE521プリントエンジン

ミッションクリティカルの現場に適したZebraのプリントエンジン

24時間365日のテストに耐えられなければならない運用環境には単なる耐久性以上のものが必要です。現在から将来まで、業務が簡単に
できるようにインテリジェントな方法で設計された、Zebraの高堅牢ZE511/ZE521プリントエンジンで、業務を円滑に進めてください。特定
用途のエッセンシャルワーカーがすべてを実現：厳しい運用に耐えられる高速の印刷速度と全金属構造、長期的に使用できる画期的な機能
と将来に対応する能力、分析機能の搭載と高速メンテナンス要素により、最大限の稼働時間が実現します。さらに先進的な追跡が可能な
RFIDエンコーディングがオプションとして現場で設置可能です。オンサイトでもリモートでも、設定、管理、保守、保護が容易にできる、Zebra独自かつ業界トップのPrint DNAソフトウェアスイートも搭載されています。さあ、限界を突破しましょう。Zebraのプリントエンジンに安
心してお任せください。

過酷な使用に耐える設計

過酷な環境に耐えられる密閉設計
4インチ型のZE511と6インチ型のZE521は、限界を突破する堅牢な耐
久性をもたらします。冷却ファンが不要な設計の外部キャビネットは、
埃や水の侵入を防ぐ作りになっているので、埃の多い環境や水が飛び
散るような場所に最適です。

使いやすさ

イノベーションの到来

統合と操作が容易
ZE511/ZE521は驚くほど統合と使用が簡単です。セットアップツール、
ウィザード、エミュレーション機能を利用して、どこでも導入できます。
大型のカラータッチスクリーンと直感的なユーザーインターフェースに
より、最小限のトレーニングで簡単に設定し、操作できます。プリント
エンジンから最大2mの範囲内で、都合の良い場所にスクリーンを配置
し、スペースに合わせてスクリーンを回転させることができます。プリン
タの状態を即座に確認できるので、迅速な設定変更やアクセスサポー
トが可能です。

人気のZE500シリーズを改良
ZE500シリーズを進化させたZE511/ZE521プリントエンジンは、この
レガシーを受け継ぎながら、高速な印刷速度、性能強化機能、進化す
るインテリジェンスによって独自の存在となっています。4.3インチ型フ
ルカラーLCDタッチスクリーンなどの追加機能により、操作がさらに簡
単になります。キャリブレーションが容易でメディアの柔軟性が得られ
る、Zebra独自のテクノロジーと新しいアルゴリズムを採用した、現場
で設置可能なRFID印刷／エンコード機能を追加できます。

長期間の運用も安心

進化するビジネスニーズに応えられるように未来に集中
プリンタは障害を発生させるのではなく、業務にプラスでなければな
りません。未来のテクノロジーに対応できるように設計されたZE511/
ZE521で、ストレスを取り除いてください。画期的なPrint DNAソフトウ
ェアスイートにより、貴社のビジネスと一緒に成長するイノベーションの
戦力が得られます。

限界を突破しましょう。ミッションクリティカルな業務に必要な無停止印刷と進化する機能。
詳細については www.zebra.com/ze511-ze521 をご覧ください。
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実証済みの性能

優れた印刷速度と品質
最大18インチ／秒というクラス最高の印刷速度で、行列が迅速に流れて
いるようにしてください。
14ipsより高速な203dpiを使用する場合は、
オプ
ションの高速プリントヘッドを選択してください1。
最高の印刷解像度が必
要な場合は、600dpiのオプションを選択してください1。

包括的な通信機能で自在に接続
ZE511/ZE521を既存の有線／無線ネットワークに接続することも、任意
のPCに直接接続することもできます。
ZE511/ZE521には、USB、
シリア
ル、
イーサネット、
デュアルUSB Hostポート、Bluetooth 4.1が付属してい
ます。
オプションのパラレル、802.11 a/cワイヤレス、
またはイーサネットカ
ードを空いている内部通信スロットに追加できます。
さらに、付属のPrint
Touchタグ
（NFC）をご利用いただくと、ZE511/ZE521で互換モバイルデ
バイスをタップするだけで、ペアリングと印刷が可能です。

維持と保守が容易

保守のニーズを予測してダウンタイムを最小限に抑制
内蔵された分析機能を利用して、保守を予測して予定を立て、予期しない
ダウンタイムが発生しないようにします。
リモートでトラブルシューティン
グを行い、
オフラインの保守でネジを3個外すだけで、迅速かつ容易に耐
用期間の長いモジュール式ドライブを取り替え、
ワークフローが止まらな
いようにします。

手早く交換できる新しいプリントヘッド設計
ZE511/ZE521には、改良されたソケット式プリントヘッド設計が採用され
ており、即座に外れるタブがあるので、工具が不要です。
プリントアンドア
プライシステムからユニットを取り外さなくても、
プリントエンジンの前面
からプラテン、
ピンチ、
ピールの3つのローラーをすべて手早く簡単に取り
外すことができます。

内部空間とストレスのない細部
締め金具が外れないようになっているため、金具を紛失することがなくな
ります。
スイング式で両側に大きく開く蝶番方式のケージシステムを採用
しているので、内蔵部品に即座に手が届き、新たに設計され、広くなった
内部の作業空間で、
メンテナンスが手早く簡単にできます。
保証付き管理印刷サービス（MPS）の利用
MPSでプリントエンジンのコントロールと可視化を確保 ZE511/ZE521
を含め、Print DNAが搭載されたZebraのサーマルプリンタであれば、簡
単にできます。
この種のプリンタは耐久性の高い設計であり、画期的なリ
モート管理、分析、セキュリティ機能を提供します。
MPSにはまさに最適
です。

Print DNAソフトウェアツールセットにより、Zebra MPSのプロバイダーが
貴社のプリンタをリモートで管理、最適化し、
サプライ品を追跡して自動
的に補充し、セキュリティを確保することができます。
その結果、業務経費
を削減し、IT部門の負担を最小限に抑えることができます。

妥協を排し、最も革新的なソフトウェアスイートでパフォーマン
スを強化
導入、設定、管理、保護が容易
Zebraの画期的なPrint DNAソフトウェアスイートが搭載され、Zebra
Link-OSオペレーティングシステムがサポートするようになったZE511/
ZE521は、統合、管理、保護が驚くほど簡単です。

効率的な設定
ファームウェアを含めたUSBフラッシュメモリ、組み込みファイル／設定
値を使用してミラー化することにより、
プリンタのプロビジョニングを迅速
かつ容易に実行できます。
または、
モバイルデバイスとZebraのプリンタセ
ットアップユーティリティを使用して設定できます。
更新、トラブルシューティング、監視の集中管理
Print DNAに組み込まれているZebraのPrinter Profile Manager
Enterpriseを利用することによって、任意の場所からリモートでネットワ
ーク上のプリントエンジンを容易に管理、保護、
トラブルシューティングで
きます。
さらに、直感的なブラウザベースのインターフェースにより、状態
が即座に確認できます。
したがって、迅速に問題のトリアージを行い、
ダウ
ンタイムを最小限に抑え、更新や保守を実行できます。

安心できる比類のないプリンタセキュリティ
セキュリティリスクは現実であり、大きな打撃を受けます。
サーマルプリン
タやプリントエンジンを含め、
エンドポイントは恰好のターゲットになって
います。
Print DNAに含まれるZebra PrintSecureを利用して、
サイバー攻
撃から自分自身を遮断できます。
セキュリティが確保された接続で容易に
プリンタの設定、脆弱性の検知ができるほか、発生しないうちに不正アク
セスを防止したり、
イベントを検知したりすることができます。

製品スペックシート
ZE511/ZE521プリントエンジン

仕様
標準機能

• 印刷方式：熱転写式および直接感熱式印刷
• 向き：右手または左手
• 直感的なメニューを備えた4.3インチのカラータッチスクリーンで操
作と設定
• 産業用全金属構造
• 通信：USB 2.0、RS-232シリアル、10/100イーサネット、Bluetooth
4.1、デュアルUSB Host、アプリケーターインターフェース
• 調節可能なメディアセンサー：透過型および固定反射型
• 薄膜プリントヘッドとE3（Element Energy Equalizer）による最高
の印刷品質
• リアルタイムクロック
• 回転式スクリーン
• ZebraDesigner Essentials：無料で簡単に利用できるラベルデザイ
ンツール
www.zebra.com/zebradesigner
• ENERGY STAR認証
• PDF Direct

プリンタ仕様
解像度

メモリ

最大印字幅
最大印字速度

メディアセンサー
印刷長

メディア特性

ラベルおよびライナ
ーの最小長

メディア幅

ZE511：203dpi（8ドット／mm）
300dpi（12ドット／mm）
（オプション）
600dpi（24ドット／mm）
（オプション）
ZE521：203dpi（8ドット／mm）
300dpi（12ドット／mm）
（オプション）
512MB SDRAM、512MBフラッシュ
ZE511：4.09インチ／104mm
ZE521：6.6インチ／168mm

ZE511：18インチ（457mm）／秒（203dpi）
14インチ（356mm）／秒（300dpi）
6インチ（152mm）／秒（600dpi）
ZE521：14インチ（356mm）／秒（203dpi）
12インチ（305mm）／秒（300dpi）
透過型および反射センサー

ZE511：203dpi：157インチ／3,988mm
300dpi：73インチ／1,854mm
600dpi：39インチ／991mm
ZE521：203dpi：102インチ／2,591mm
300dpi：45インチ／1,143mm
ZE511：
• アプリケーターモード、逆送りあり：0.50イ
ンチ／12.7mm
• アプリケーターモード、逆送りなし：0.25イ
ンチ／6.4mm
• ストリームモード：0.25インチ／6.4mm
• 巻き直しモード：0.25インチ／6.4mm「緩や
かなループ」
• ティアオフモード、逆送りあり：0.50イン
チ／12.7mm
• ティアオフモード、逆送りなし：0.25イン
チ／6.4mm
ZE521：
• アプリケーターモード、逆送りあり：3.0イン
チ／76.2mm
• アプリケーターモード、逆送りなし：1.0イン
チ／25.4mm
• 巻き直しモード：1.0インチ／25.4mm「緩や
かなループ」
• ティアオフモード、逆送りあり：3.0イン
チ／76.2mm
• ティアオフモード、逆送りなし：1.0イン
チ／25.4mm

ZE511：0.625インチ／16mm～4.5イン
チ／114mm
ZE521：3インチ／76mm～7.1インチ／180mm
300dpi：45インチ／1,143mm

厚さ
メディアタイプ

リボンの特徴

ZE511：0.0053インチ／0.135mm～0.010イン
チ／0.254mm
ZE521：0.003インチ／0.076mm～0.012イン
チ／0.305mm
連続、ダイカット、ブラックマーク

標準の長さ

1,968フィート／600m

巻芯内径

内径1インチ／25.4mm

幅

動作特性
環境

電気仕様
機関承認

物理特性
長さ
幅
高さ
重量

ZE511：1インチ／25.4mm～4.2イン
チ／107mm
ZE521：3インチ／76mm～7.1インチ／180mm
動作温度：31˚F～104˚F／0˚C～40˚C
動作湿度：相対湿度20％～95％（結露なき
こと）
保管／輸送温度 -40°F～160°F／-40°C～71°C
保管湿度：相対湿度5％～95％（結露なき
こと）
ユニバーサル電源、力率補正機能付き、90
～264VAC、47～63HZ

• 規格承認：IEC 62368-1、EN 55032、Class
A、EN 55035、EN 61000-3-2、3-3
• 製品表示：cTUVus、CE、FCC A、ICES-003
、VCCI、RCM、CCC、EAC、S-Mark、KCC、BSMI、India-BIS、In-Metro、Energy
Starなど
ZE511：14.9インチ／379mm
ZE521：17.2インチ／438mm
ZE511：9.6インチ／245mm
ZE521：9.6インチ／245mm

ZE511：11.8インチ／300mm
ZE521：11.8インチ／300mm
ZE511：32.5ポンド／14.7kg
ZE521：35.5ポンド／16.1kg

オプションおよびアクセサリ
通信

アクセサリ

• パラレルポートオプションカード
• デュアルバンド802.11ac Wi-FiとBluetooth
オプションカード
• 10/100イーサネットオプションカード
• 拡大ピールバーキット
• ユーザーインターフェースエクステンショ
ン／マウンティングキット

市場とアプリケー
ション

製造業／倉庫業
自動車

医薬品

食品・飲料

健康・美容
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RFID

ファームウェア

• 4インチおよび6インチの印字幅に対応す
る、現場で設置可能なUHF RFIDキット

ZBI 2.0： プリンタのスタンドアロン使用や周辺機器への接続などを
可能にする効果的なプログラミング言語（オプション）。
ZPLおよびZPL II － すべてのZebraプリンタに対応するZPL（Zebraプ
ログラミング言語）は、高度なラベルフォーマット設定と印刷制御機
能を提供。

バーコードシンボル体系

バーコード比：2:1、7:3、5:2、3:1
線形（1D）バーコード：Code 11、Code 39、Code 93、Code 128（サブ
セットA/B/CおよびUCC Case Code付き）、ISBT-128、UPC-A、UPCE、EAN-8、EAN-13、UPCおよびEAN 2桁または5桁拡張、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved
2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、Planet Code
2Dバーコード：Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、TLC 39、MicroPDF、RSS-14（およびコンポジット
式）、Aztec

フォントとグラフィック

Unicode™を含めたZebraのグローバル印刷ソリューション
Swiss 721フォント規格
ビットマップフォントA～HとGSシンボルは、高さと幅をそれぞれ10倍
まで拡張できます
なめらかな拡張が可能なフォントØ（CG Triumvirate™ Bold Condensed2）は、
ドット単位、高さ、幅をそれぞれ拡張できます
IBM® Code Page 850のインターナショナルキャラクター
ダウンロード可能なTrueType™フォントにファームウェアで対応
その他のフォントも利用可能
カスタムロゴも含めて、ユーザー定義のフォントおよびグラフィックに
対応

Zebra OneCare
Essential

脚注

包括オプションにはプリントヘッド、通常の摩
耗、および不測の破損が含まれます。
1日8時間、週5日、テクニカルサポートへの優
先アクセスとソフトウェアアップデート
デポでの修理所要時間3日かつ陸上輸送での
返却費用無料
障害機器の交換保証（RMA）対応

1）ZE511モデルのみ利用可能
2）Agfa Monotype CorporationのUFST®を含む
最適な印刷品質とプリンタ本来の性能を引き出すためにも、Zebra純
正サプライ品をご利用ください。
仕様は予告なしに変更される場合があります。

Print DNAソフトウェア

このプリンタはZebra Print DNAソフトウェアスイート機能がサポート
し、プリンタを迅速に起動して安全に稼働状態を維持します。また、ビ
ジネスニーズに合わせてプリンタを進化させることができます。Print
DNAの機能はモデルによって異なる場合があり、一部の機能はライセ
ンスが必要です。詳細については以下のサイトをご覧ください。
www.zebra.com/printdna

最高品質を誇るZebra純正サプライ品

低品質なサプライ品はプリントヘッドの短寿命化や業務効率の悪化
につながる可能性があるため、Zebraは良品質な印刷用サプライ品を
利用することをお勧めしています。Zebraはプリンタが最高のパフォ
ーマンスを現場で引き出せるように、自社のサーマル印刷用サプライ
品の厳格な設計、製造、および徹底した出荷前試験を行っています。
大手メーカーのインレイを使用した、汎用、先端利用、特別利用とい
った用途の多様なサイズと材質のRFIDラベルとタグを豊富に取り揃
えています。
www.zebra.com/supplies

必要な時に必要なサービスを提供

Zebraプリンタへの投資はより優れた顧客サービスと業務効率を向上
させます。Zebra OneCareでは、予測可能な性能を確保して、予算外の
修理費を排除できるようになりました。他社には真似できないZebra
直接のテクニカルサポートはもちろん、不測の損傷や指定の修理所有
時間を含む包括修理サービスをご利用いただけます。Zebraの可視化
サービスは、プリンタの可用性を向上させてワークフロー内での使用
を最適化するために必要なプリンタの動作情報に関してリアルタイム
の知見を提供します。
www.zebra.com/zebraonecare

推奨サービス

Zebra OneCare
Select

包括オプションにはプリントヘッド、通常の摩
耗、および不測の破損が含まれます。
24時間365日、テクニカルサポートへの優先ア
クセスとソフトウェアアップデート
故障前の機器交換と特急発送（交換品を翌
日お届け）
標準コミッショニング
障害機器の交換保証（RMA）対応

ZEBRA、ZebraヘッドグラフィックおよびZebra Technologiesのロゴは世界の多くの国々で登録されたZebra Technologies Corporationの商標です。
その他の商標は全て、
それぞれの所有者に帰属し
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