
名刺・カード　対応ソフト
不許複製

2016年5月現在

*各ソフトの操作や用紙選択の方法、また異なるバージョンにおける対応につきましては各ソフトハウスにお問い合せください。

*品番部分をクリックすると商品詳細をご覧いただけます。

【名刺・カード 10面】
品番： BM102 / BM102S / BM108S / BM401S / BM402S / BM403S / BM404S / BM405S

BM411S / BM421S / BM422S / BM423S / BM424S / BM425S

BX05 / BX05S / BX06 / BX06S / BX07 / BX07S / BX08 / BX08S

BX10S / BX11S / BX12S / BX13S / CJ160S / CJ560N / CJ560NS / CJ602 / CJ602S

EBX01 / EBX01S / EC01 / EC01S / KLP11 / KLP11S / LP11N / LP11NS

QP001S / QP002S / QP003S / QP004S / QP005S / QP006S / QP007S / QP008S

*各タイプとも同じ面付けですので、ソフトをご使用の際にはいずれかの品番でお選びください。
※ BX02S も名刺・カード10面の品番でご使用いただけます。ただし、ミシン目の位置は表示されませんのでご注意ください。

ソフトハウス ソフト名
（株）アイアールティ お家で作れるカード印刷

かんたんラベル印刷　QRプラス2
誰でもできるPOPチラシ印刷2
バーコード印刷Pro3
はじめての名刺印刷4
はじめてのラベル印刷3
ビジネス名刺印刷2
なんでもラベル印刷
バーコード印刷Pro3
ビジネスで使えるPOP・チラシ・メニュー印刷
不動産チラシ印刷

（株）アジェンダ 宛名職人2016 Premium
宛名職人Ver.22
勝てる名刺2
公務員の名刺
ペットが主役!

（株）市川ソフトラボラトリー デイジーコラージュ10
（株）エスアンドエス カンタン!!ラベルプリントVer4.0
（株）コーパス 簡単!チラシ印刷 千客万来5 プレミアム

名刺ぷりんとSimple7
夢ぷりんと14

（株）ジャストシステム 一太郎2014　徹
一太郎pro
一太郎/花子2016
快速！ササっと名刺
ジャストジャンプ5
ジャストスマイル
ジャストホーム4 /R.2
楽々はがき2016
ラベルマイティ16/ラベルマイティ16プレミアム/ラベルマイティ POP
in Shop11

ソースネクスト（株） ペタット ラベル印刷2
TB（株） 送り状印刷10

給与印刷9ダウンロード版
指定伝票10
伝票印刷10

（株）デネット でか楽　名刺作成2
名刺工房6

（次ページに続く）

すべての対応パッケージソフト情報は記載しておりません。
記載されていないパッケージソフトへの対応情報については、下記窓口までお問い合わせください。

　　【検索の方法】　下記の方法で品番やソフト名を簡単に検索することができます。
　　　・画面上で右クリックして「検索」を選択すると、検索画面が表示されます。
　　　　（Ctrl + Shift + Fを押すことによっても表示できます）
　　　　検索窓に「品番」や「ソフト名」など検索したい語句を入力すると、検索結果が一覧で表示できます。

*ラベルマイティの以前のバージョンをお使いの場合は、最新の用紙情報ファイルをダウンロードしてお使いいただくことを
　おすすめします。

◆代理店様・販売店様専用
ヒサゴコールセンター

◆お客様専用
ヒサゴインフォメーションセンター

TEL 052-936-1631（9：00～17：00/土・日・祝日を除く）
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名刺・カード　対応ソフト
不許複製

2016年5月現在

【名刺・カード 10面】 （前ページより続く）
ソフトハウス ソフト名
（株）デネット 名刺工房Pro3

バーコード作成2
販促チラシ印刷4
不動産チラシ作成
らくらくマルチラベル印刷

日本ソフト販売（株） 代行メイト
電子電話帳2015

富士ソフト（株） 筆ぐるめ 23
（株）筆まめ 筆まめ Ver.26
マイクロソフト（株） Microsoft Publisher 2016

Microsoft Word 2016
（株）メディアナビ フォト名刺倶楽部Ver.6

my名刺倶楽部
らくちんフォトプリント
らくちん名刺＆カード2

【名刺 10面 標準（91×55mm）サイズ】
品番： EBX05 / EC02
*各タイプとも同じ面付けですので、ソフトをご使用の際にはいずれかの品番でお選びください。

ソフトハウス ソフト名
（株）ジャストシステム ラベルマイティ16/ラベルマイティ16プレミアム/ラベルマイティ POP

in Shop11

【名刺 角丸 10面】
品番： CJ161S / CJ561NS
*各タイプとも同じ面付けですので、ソフトをご使用の際にはいずれかの品番でお選びください。

ソフトハウス ソフト名
（株）アイアールティ お家で作れるカード印刷

かんたんラベル印刷　QRプラス2
なんでもラベル印刷
バーコード印刷Pro3
はじめての名刺印刷4
はじめてのラベル印刷3
ビジネスで使えるPOP・チラシ・メニュー印刷
ビジネス名刺印刷2
不動産チラシ印刷

（株）アジェンダ 宛名職人2016 Premium
宛名職人Ver.22
勝てる名刺2
公務員の名刺
ペットが主役!

（株）市川ソフトラボラトリー デイジーコラージュ10
（株）エスアンドエス カンタン!!ラベルプリントVer4.0
（株）コーパス 簡単!チラシ印刷 千客万来5 プレミアム

名刺ぷりんとSimple7
夢ぷりんと14

（株）ジャストシステム 一太郎pro
一太郎/花子2016
快速！ササっと名刺
ジャストスマイル
ジャストホーム4 /R.2
楽々はがき2016
ラベルマイティ16/ラベルマイティ16プレミアム/ラベルマイティ POP
in Shop11

ソースネクスト（株） ペタット ラベル印刷2
（株）デネット でか楽　名刺作成2

バーコード作成2
不動産チラシ作成
らくらくマルチラベル印刷

（株）筆まめ 筆まめ Ver.26
マイクロソフト（株） Microsoft Publisher 2016

Microsoft Word 2016
（株）メディアナビ フォト名刺倶楽部Ver.6

my名刺倶楽部
らくちんフォトプリント
らくちん名刺＆カード2
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名刺・カード　対応ソフト
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【名刺・カード 8面】
品番： CJ600S / LP10N / LP10NS / LP930M

*各タイプとも同じ面付けですので、ソフトをご使用の際にはいずれかの品番でお選びください。
ソフトハウス ソフト名
（株）アイアールティ お家で作れるカード印刷

かんたんラベル印刷　QRプラス2
誰でもできるPOPチラシ印刷2
なんでもラベル印刷
バーコード印刷Pro3
はじめての名刺印刷4
はじめてのラベル印刷3
ビジネスで使えるPOP・チラシ・メニュー印刷
ビジネス名刺印刷2
不動産チラシ印刷

（株）アジェンダ 宛名職人2016 Premium
宛名職人Ver.22
勝てる名刺2
公務員の名刺
ペットが主役!

（株）市川ソフトラボラトリー デイジーコラージュ10
（株）エスアンドエス カンタン!!ラベルプリントVer4.0
（株）コーパス 簡単!チラシ印刷 千客万来5 プレミアム

名刺ぷりんとSimple7
夢ぷりんと14

（株）ジャストシステム 一太郎/花子2016
快速！ササっと名刺
ジャストジャンプ5
ジャストホーム4 /R.2
楽々はがき2016
ラベルマイティ16/ラベルマイティ16プレミアム/ラベルマイティ POP
in Shop11

ソースネクスト（株） ペタット ラベル印刷2
TB（株） 送り状印刷10

伝票印刷10
（株）デネット でか楽　名刺作成2

バーコード作成2
販促チラシ印刷4
不動産チラシ作成
名刺工房6
名刺工房Pro3
らくらくマルチラベル印刷

日本ソフト販売（株） 代行メイト
電子電話帳2015

富士ソフト（株） 筆ぐるめ 23
（株）筆まめ 筆まめ Ver.26
マイクロソフト（株） Microsoft Publisher 2016

Microsoft Word 2016
（株）メディアナビ フォト名刺倶楽部Ver.6

my名刺倶楽部
らくちんフォトプリント
らくちん名刺＆カード2

3
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名刺・カード　対応ソフト
不許複製

2016年5月現在

【名刺・カード 縦2ツ折 4面】
品番： BM120S / BM121S / BM122S / CJ605S / EBX02S
*各タイプとも同じ面付けですので、ソフトをご使用の際にはいずれかの品番でお選びください。

ソフトハウス ソフト名
（株）アイアールティ お家で作れるカード印刷

誰でもできるPOPチラシ印刷2
なんでもラベル印刷
バーコード印刷Pro3
ビジネスで使えるPOP・チラシ・メニュー印刷
不動産チラシ印刷

（株）アジェンダ 宛名職人2016 Premium
宛名職人Ver.22
勝てる名刺2
公務員の名刺
ペットが主役!

（株）エスアンドエス カンタン!!ラベルプリントVer4.0
（株）コーパス 簡単!チラシ印刷 千客万来5 プレミアム

夢ぷりんと14
（株）ジャストシステム 快速！ササっと名刺

ジャストスマイル
ジャストホーム4 /R.2
楽々はがき2016
ラベルマイティ16/ラベルマイティ16プレミアム/ラベルマイティ POP
in Shop11

ソースネクスト（株） 筆王Ver.20
ペタット ラベル印刷2

TB（株） 送り状印刷10
伝票印刷10

（株）デネット バーコード作成2
販促チラシ印刷4
不動産チラシ作成
らくらくマルチラベル印刷

富士ソフト（株） 筆ぐるめ 23
（株）筆まめ 筆まめ Ver.26
マイクロソフト（株） Microsoft Publisher 2016

Microsoft Word 2016
（株）メディアナビ らくちん名刺＆カード2
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http://www.hisago.co.jp/search/detail.asp?id=BM120S
http://www.hisago.co.jp/search/detail.asp?id=BM121S
http://www.hisago.co.jp/search/detail.asp?id=BM122S
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名刺・カード　対応ソフト
不許複製

2016年5月現在

【名刺・カード 横2ツ折 4面】
品番： BM130S / BM131S / BM132S / CJ606S

*各タイプとも同じ面付けですので、ソフトをご使用の際にはいずれかの品番でお選びください。
ソフトハウス ソフト名
（株）アイアールティ お家で作れるカード印刷

誰でもできるPOPチラシ印刷2
なんでもラベル印刷
バーコード印刷Pro3
ビジネスで使えるPOP・チラシ・メニュー印刷
不動産チラシ印刷

（株）アジェンダ 宛名職人2016 Premium
宛名職人Ver.22
勝てる名刺2
公務員の名刺
ペットが主役!

（株）エスアンドエス カンタン!!ラベルプリントVer4.0
（株）コーパス 簡単!チラシ印刷 千客万来5 プレミアム

夢ぷりんと14
（株）ジャストシステム 快速！ササっと名刺

ジャストスマイル
ジャストホーム4 /R.2
楽々はがき2016
ラベルマイティ16/ラベルマイティ16プレミアム/ラベルマイティ POP
in Shop11

ソースネクスト（株） ペタット ラベル印刷2
（株）デネット バーコード作成2

販促チラシ印刷4
不動産チラシ作成
らくらくマルチラベル印刷

富士ソフト（株） 筆ぐるめ 23
（株）筆まめ 筆まめ Ver.26
マイクロソフト（株） Microsoft Publisher 2016

Microsoft Word 2016
（株）メディアナビ らくちん名刺＆カード2

【ミニチケット名刺】
品番： BX02S

ソフトハウス名 ソフト名
（株）アイアールティ お家で作れるカード印刷

かんたんラベル印刷　QRプラス2
誰でもできるPOPチラシ印刷2
なんでもラベル印刷
バーコード印刷Pro3
はじめての名刺印刷4
ビジネスで使えるPOP・チラシ・メニュー印刷
ビジネス名刺印刷2
不動産チラシ印刷

（株）アジェンダ 公務員の名刺
ペットが主役!

（株）コーパス 簡単!チラシ印刷 千客万来5 プレミアム
名刺ぷりんとSimple7
夢ぷりんと14

（株）ジャストシステム 快速！ササっと名刺
ジャストスマイル
ラベルマイティ16/ラベルマイティ16プレミアム/ラベルマイティ POP
in Shop11

ソースネクスト（株） 筆王Ver.20
ペタット ラベル印刷2

（株）デネット でか楽　名刺作成2
バーコード作成2
販促チラシ印刷4
不動産チラシ作成
名刺工房6
名刺工房Pro3

富士ソフト（株） 筆ぐるめ 23
（株）筆まめ 筆まめ Ver.26
（株）メディアナビ らくちんフォトプリント
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【名刺・カードmini 4面】
品番： CJ9000S

ソフトハウス名 ソフト名
（株）アジェンダ 宛名職人2016 Premium

宛名職人Ver.22
勝てる名刺2
公務員の名刺
ペットが主役!

（株）アイアールティ なんでもラベル印刷
バーコード印刷Pro3
ビジネスで使えるPOP・チラシ・メニュー印刷
不動産チラシ印刷

（株）コーパス 簡単!チラシ印刷 千客万来5 プレミアム
名刺ぷりんとSimple7

（株）ジャストシステム 快速！ササっと名刺
ラベルマイティ16/ラベルマイティ16プレミアム/ラベルマイティ POP
in Shop11

ソースネクスト（株） ペタット ラベル印刷2
（株）デネット 不動産チラシ作成
（株）筆まめ 筆まめ Ver.26
マイクロソフト（株） Microsoft Publisher 2016

Microsoft Word 2016
（株）メディアナビ らくちんフォトプリント

6

http://www.hisago.co.jp/search/detail.asp?id=CJ9000S

