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時代のニーズを捉えたIDシステムの提供を。

我々の使命とは社会の高度化、

IDスペシャリストが担うべき役割。

貢献すること。

多様化、情報化の加速する現代社会において、ビジネスやサービスにお
Development

ける個人識別の重要性は以前にも増して高まっています。lDカードの導

時代の二一ズに合せた
lD、lCカードの発行、
運用管理システムの
開発を手掛けます。

多様化と共に歩み、

入を検討する企業数の急速な増加、非接触lCカードによるサービス提

1996

供の普及といった状況が、その潮流の確かさを証明するものだと言える
でしょう。
Ai&Diは日本でも数少ないlDを主体とするトータルシステムを専門に

1997

開発、提案する会社です。顔写真データベースの有効な活用提案、カス
タマイズ開発、管理機能も備えたソフトウェアライブラリのOEM供給

ユーザー様の二一ズに応じた
システム導入、運用管理を
ご提案させていただきます。

など、私たちの事業フィールドはIDシステムのあらゆるフィールドに広
がっています。
lDを通じて国際化時代における日本社会の進化に貢献する。それが私

システムの導入後のトラブル対処、
運用、指導まで、一貫したサポート
体制で臨みます。

たちAi&Diの願いであり、使命でもあるのです。

事業内容
ID（IC）
カード
発行ソフトの開発、販売
及び関連機器の開発、販売

ID（IC）
カード
ソリューションの構築、
及びカード発行ソフトの
カスタマイズ開発

2月19日 「株式会社アイアンドディ」の社名で大阪にて株式登記。
7月 東京営業所を港区虎ノ門に開設。
12月 「ID Maker for Windows 95」Ver.1.0完成。

ID（IC）
カード、
各種身分証明書、
及びその他商業カードの
受託製作

カードプリンタ、ICカード、
及びIDカード関連
アクセサリの販売

●弊社は、上記内容にて事業を展開しており、自社開発の顔写真入りIDカード発行管理ソフト「ID Maker」は、社員証や学生証、
またスポーツクラブのメンバーズカードなど、身分証明が不可欠なあらゆる場面で活躍しています。

主要販売商品

1998

3月 アジア某国向けに当社技術サポートの
パスポート発行システムが出荷スタート。

4月 米国3M社と偽造対策素材に関する
正規特約店契約締結。
10月 東京営業所を干代田区岩本町に移転。

2001

3月 マイフェア非接触lCカード発行システム
「lDMK-MFIC」販売開始。
社会保険証(JlS規格カード仕様)発行システム納入。
6月 業務拡大のため大阪本社及び東京営業所移転。

2003

9月 セルフ写真撮影システム
「撮影BOX」
リリース
フェリカ非接触lCカード発行システム
「lDMK2100-FC」発表。

2004

3月 ICカードの再利用を実現する
「ID Sheet」
リリース。
（関連特許申請）

2008

5月 東京支店移転
8月 ID Sheet 直接印刷対応
小型ダイレクトプリンタ
「IDLD-1010」
リリース

2009

2月 カード発行ソフト統合版「ID Maker 2009」
リリース

2010

2月 フルオートセルフ写真撮影「フォトタッチ」
リリース
6月 小型再転写プリンタ
「DCP-7000」
リリース

2011

12月 英国Ultra Electronics社と
同社製カードプリンタの国内独占販売契約を締結
カスタムHolokote機能付ダイレクトプリンタ
「DCP-1500シリーズ」
リリース

2012

1月 高速ID Sheet貼付け・剥離機「CS-400」
リリース
6月 「ID Sheet リライト」
リリース

2013

2月
3月
4月
7月

2014

2005

2006

6月 中国福建省主催「成果交易会」招待展示（2005・2006年）
9月 Pマーク正式認定取得(20000315)

2015

10月 名古屋営業所開設(名古屋市中区栄)

2016

・カード発行ソフト ID Maker

ICや磁気のエンコードから印刷まで1パスでできるシステムです。
官公庁・学校・企業・スポーツクラブ等、多くの実績を持ち、ユーザー様より
いただくご要望からバージョンアップを重ねている商品です。

2007

会社概要

・カードプリンタ

IDカード専門の当社が、国内外のプリンタを精査し、ユーザー様の運用にあった
商品ラインナップをご準備しております。
当社が取り扱っているすべてのカードプリンタにおいて当社でメンテナンスが可能です。

商

号 株式会社アイアンドディ
Advanced identification & Digital imaging

創

業 平成8年1月1日（1996年）

設

IDカードに欠かせない顔写真撮影機器のレンタル・販売を行っております。
当社アプリケーションへの連携も容易です。

所

地 本

社 大阪市中央区瓦町2-2-7

名古屋営業所 愛知県名古屋市中区栄5-28-12

Ai&Diオリジナル商品となり、ICカードを再利用するツールです。
多くのお客様にご利用いただいております。

資

本

役

金 2,000万円
員 代 表 取 締 役 井原敦実
取

・IDカード用アクセサリ

決

当社が商品を吟味し、IDカードに最適な商品を低価格でご提供いたします。

・IDカード受託製作サービス

自動写真撮影システム
ID Sheet

2018

6月 600dpi再転写プリンタ
「DCP-7600」
リリース

カード発行ソフト
「ID Maker Ver.5」
（Windows10対応）
リリース
8月 表面保護シール「Top Protect」
リリース
5月

2月 ID Maker ユーザーサポート
「リフレッシュセミナー
（無料）」開催

1月 プライバシーマーク制度貢献事業者として表彰
12月 即時ICエンコードシステム
「Quick IC」
リリース

2019

4月 日本国内 ID Maker システム稼動 2500ユーザー達成

立 平成8年2月19日（1996年）
在

東 京 支 店 東京都中央区日本橋小舟町15-10

・ID Sheet

2017

10月 FIT2014： 金融国際情報技術展（東京国際フォーラム）に
カード発行大型機を初出展
11月 フルオートセルフ写真撮影機
「撮影BOX2」
「フォトタッチ2」
リリース
12月 オートトリミングソフト
「ID Face Maker」
リリース

（欧文）Ai & Di Co.,Ltd.

カード発行ソフト ID Maker

・自動写真撮影システム

カード発行システムの初期導入時等、大量発行時の
お手伝いをさせていただきます。

1月 大阪本社移転
2月 「ID Sheet PET」
リリース
12月 「ID Maker 2008」
リリース

カード発行ソフト
「ID Maker Ver.4」
リリース
高速大量発行プリンタ
「DCP-S5000G」
リリース
600dpi再転写プリンタ
「DCP-2010」
リリース
大阪本社を大阪市中央区瓦町に移転

算

締

役 井原明大

期 9月（年1回）

取引金融機関 りそな銀行 船場支店
関西みらい銀行 梅田中央支店
商工中金 大阪支店
三井住友銀行 船場支店
三菱UFJ銀行 心斎橋支店

主要取引先
株式会社アート
株式会社NTTデータ九州
● キヤノンファインテックニスカ株式会社
● キヤノンマーケティングジャパン株式会社
● グローリー株式会社
● 小林クリエイト株式会社
● 株式会社ジー･プリンテック
● ジェムアルト株式会社
● 昌栄印刷株式会社
● セコム株式会社
● SB C&S株式会社
● 株式会社大和総研ホールディングス

ダイワボウ情報システム株式会社
凸版印刷株式会社
● トッパン･フォームズ株式会社
● 株式会社ナテック
● 西日本電信電話株式会社
● 日通システム株式会社
● 日本事務器株式会社
● 日本電気株式会社
● 株式会社日立システムズ
● Magicard Ltd.（ 英）
● Matica Technologes AG（独）
(五十音順)

●

●

●

●

※会社名と製品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

