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安全性について

ユーザへの注意事項

• スキャナーは 5.5 kg の荷重に耐えられる安定した、水平な場所に設置してください。

• ほこりの多い場所や、湿気や蒸気の当たる場所にスキャナーを設置しないでください。感電または出火
の危険があります。スキャナーは必ず室内の湿気のない場所で使用してください。

• 電源コンセントがスキャナーから 1.52 m 以内にあり、簡単に接続できることを確認してください。

• スキャナーに付属していた電源コードのみを使用してください。その他の電源コードを使用すると、感
電または製品破損の危険があります。

• 電源コードがコンセントにしっかり接続されていることを確認してください。接続がゆるいと、感電ま
たは出火の危険があります。

• 電源コードを傷つける、結ぶ、切る、改造などはしないでください。感電または出火の危険があります。

• スキャナーは壁のコンセントに直接接続してください。スキャナーに延長ケーブルを使用しないでくだ
さい。

• スキャナーに付属の AC アダプタのみを使用してください。スキャナーの AC アダプタを別の製品で使

用しないでください。

• 電源コンセントの周辺には十分なスペースを空け、緊急時にすぐにプラグを外せるようにしてください。

• スキャナーが異常に熱い、異臭がする、煙が出る、異音がする場合は、使用を停止してください。ス
キャナーを即座に停止して、電源コードをコンセントから外してください。コダックサービスセンター
にご連絡ください。

• スキャナーや AC 電源アダプタを分解または改造しないでください。

• 電源コードとインターフェースケーブルが接続されたままでスキャナーを移動しないでください。コー
ドとケーブルが破損します。スキャナーを移動する前に電源コードをコンセントから抜いてください。

• コダックが推奨するクリーニング手順に従ってください。エアー、液体、ガススプレークリーナを使用
しないでください。これらのクリーナは、ほこり、汚れ、ゴミをスキャナー内の別の場所に移動させ、
スキャナーの故障の原因となる可能性があります。

環境に関する情報

• コダック A4 スキャナーは、国際的な環境要件を満たすように設計されています。

• メンテナンスまたはサービス時に交換した消耗品の廃棄についてはガイドラインを参照してください。
詳細については、地域の規定に従うか 寄のコダック代理店にお問い合わせください。

• この物質の廃棄は、環境への配慮から規制されている場合があります。廃棄やリサイクルに関する情報
については、地方公共団体または Electronics Industry Alliance（EIA 米国電子工業会、www.eiae.org）までお

問い合わせください。

注意：本製品には水銀が含まれるため、地域の法令に従って廃棄してください。

• 製品パッケージはリサイクル可能です。

• 化学製品の安全データシート（MSDS）は、次のコダック Web サイトで入手できます。

(www.kodak.com/go/msds)。ウェブサイトから MSDS にアクセスする場合、キーワード、または消耗

品のカタログ番号を提示する必要があります。

ヨーロッパ連合

このマークは、この製品を廃棄する際に、回収とリサイクルを行う適切な施設への送付が義務
付けられていることを表します。本製品の収集 / 回収プログラムの詳細については、 寄りのコ

ダック代理店にお問い合わせください。または、www.kodak.com/go/recycle を参照してください。



REACH 規則 ((EC)No. 1907/2006) 第 59(1) 条の対照リストに含まれる物質に関する情報については、

www.kodak.com/go/REACH を参照してください。

騒音
Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[Machine Noise Information Ordinance — 3, GSGV
操作者位置の騒音は <70dB（A）以下。]

EMC 声明

アメリカ合衆国
この装置はテストの結果、FCC 規制パート 15 によるクラス A デジタル製品の制限に準拠していることが

証明されています。これらの制限は、商業環境で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保護するこ
とを目的としています。本製品は高周波エネルギーを発生させ、使用し、また放射することもあります。
取扱説明書に従って設置およびご使用されない場合は、無線通信に有害な障害をもたらす可能性がありま
す。住宅地区でこの装置を使用すると、有害な干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユー
ザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。

準拠に対して責任を負う当事者の明示的な許可を得ないまま機器を改造または改変した場合は、機器を操
作する権限を失う場合があります。製品に被覆インターフェースケーブルが同梱されている場合、または
製品を設置する際に被覆インターフェースケーブルを追加コンポーネント / アクセサリとして使用するよ

うに指定されている場合は、FCC 規制に準拠するためにそれらのケーブルを使用する必要があります。

ヨーロッパ連合（EU）

警告：この装置はクラス A の製品です。この装置を家庭環境で使用すると、無線妨害を引き起こすおそれ

があります。この場合には、ユーザが適切な対策を講じるように要求されることがあります。

日本
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス A 情報技術装置で

す。したがって、住宅地域またはその隣接した地域で使用すると、ラジオ、テレビ受信機などに受信障害
を与えることがあります。この場合には、ユーザが適切な対策を講じるように要求されることがあります。

台湾
警告：この装置はクラス A の製品です。この装置を家庭環境で使用すると、無線妨害を引き起こすおそれ

があります。この場合には、ユーザが適切な対策を講じるように要求されることがあります。



中華人民共和国
警告：この装置はクラス A の製品です。この装置を家庭環境で使用すると、無線妨害を引き起こすおそれ

があります。この場合には、ユーザが適切な対策を講じるように要求されることがあります。

韓国語
この装置は、業務用の ENC 登録規格を取得しています。誤って販売または購入された場合は、家庭用の

装置と交換してください。

注： このアクセサリをベーススキャナーに接続する場合、システムはクラス A です。

声明，该产 

此为A级产品，在生活环境中品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要

用户对其干扰采取切实可行的措施 
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コダック A4 フラットベッドアクセサリの使用方法

コダック A4 フラットベッドアクセサリを使用すると、コダック スキャ

ナーに定形外原稿のスキャン機能を追加することができます。以下のス
キャナー モジュールでお使いいただけます。i2400、i2600 および i2800
スキャナー。フラットベッドアクセサリは、A4 サイズ 210 x 297 mm ま

たはレターサイズ（8.5 x 11 インチ）までの原稿に対応しています。A4
フラットベッドアクセサリ付属のケーブルで、簡単にフラットベッドを
スキャナーに装着することができます。

仕様 高さ：  8.7 cm

幅：  28.6 cm

長さ：  47.6 cm

重量：  3.7 kg

フラットベッドのロッ
ク解除

コダック A4 フラットベッドアクセサリは、出荷時にはフラットベッド

がロックの位置に配置されています。インストールする前に、ロック
を解除してください。ロック／ロック解除レバーはスキャナーの底部
にあります。

1. スキャナーを裏返しにして、ロック／ロック解除レバーの位置を確
認します。

2. レバーを解除の位置に切り替えます。

注：別の場所に移動する場合以外は、フラットベッドアクセサリを
ロックする必要はありません。
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フラットベッドの取り
付け

まずは、コダック スキャナーがインストールされていることを確認し

てください。

1. コダック A4 フラットベッド アクセサリに USB/ 電源アダプタを接

続します。

2. USB/電源アダプタの USB ポートに USB ケーブルを取り付け、USB
コネクタのもう一方の端子をホスト PC の USB ポート

（USB 2.0 high-speed 互換の必要があります）に接続します。

3. USB/ 電源アダプタを電源アダプタに接続します。

4. AC 電源コードを電源アダプタに接続し、AC 電源コードを電源コン

セントに差し込みます。

5. フラットベッドにある緑の LDE が点灯したら、フラットベッドを使

用することができます。
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6. スキャナーを起動する前にフラットベッドの緑色の LED が点灯して

いることを確認してください。フラットベッドの緑色の LED が点灯

する前にスキャナーを起動した場合は、スキャナーの電源を再起動
してください。

注：USB/ 電源アダプタを取り外す場合は、赤いタブを押し下げ固定を

解除します。

LED と開始ボタン スキャナーにある開始ボタンを使用するか、ホスト PC から原稿をスキャ

ンできます。フラットベッドの開始ボタンを押すと、スキャナーの開
始ボタンと同様にファンクションウィンドウに表示された番号に関連
付けられた特定のアプリケーションを開始します。

フラットベッドを使用して複数の定形外原稿をスキャンする場合は、
フラットベッドの [開始 ] ボタンを使用すると容易に開始することがで

きます。

注：開始ボタンを押すたびに、1 つのイメージファイルが作成されます。

インジケータ LED ライト - 点滅または点灯してスキャナーの状態を表

します。

• 緑色で点灯：フラットベッドがレディ状態で、スキャン可能です。

• 赤色で点灯：エラーが検出されたことを示します。

• 緑色で点滅：待機中／エナジースターモード、またはスキャン中／
ビジー状態。

• 赤色で点滅：フラットベッドに不具合があることを示します。

LEDスタートボタンLED
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フラットベッドの使用
方法

自動ドキュメントフィーダを使用してスキャンできない原稿は、フ
ラットベッドを使用してスキャンします。

1. フラットベッドカバーを開きます。

2. プラテンガラス上に原稿の表を下向きにして配置します。

3. 原稿の角が矢印と合うように配置します。

4. フラットベッドカバーを閉じます。

5. スキャンを開始します。スキャナー、フラットベッド、またはホス
ト PC にある開始ボタンから原稿をスキャンできます。

フラットベッドのク
リーニング

フラットベッドのプラテンガラスに指紋やほこりが付くと、イメージ
の品質が下がる場合があります。コダックスキャナー用静電クリーニ
ングクロス（CAT No.  896 5519）を使用して、プラテンガラスをクリー

ニングしてください。

重要 : 静電クリーニングクロスには、目に刺激を与え、肌のかさつき
の原因となるイソプロパノールが含まれています。メンテナン
ス作業が終わったら、石鹸と水で手を洗ってください。詳細に
ついては、MSDS（製品安全データシート）を参照してください。

1. フラットベッドカバーを開きます。

2. 静電クリーニングクロスでプラテンガラスを拭きます。

3. 糸くずの出ない布でプラテンガラスを拭いて乾かします。

4. フラットベッドカバーを閉じます。

アクセサリ コダック 黒バックグラウンドアクセサリ（CAT No. 863 6870）は、フ

ラットベッド用に用意されています。このアクセサリを使用すると、両
面原稿スキャン時の背景の写り込みを除去することができます。ス
キャンしている原稿のほとんどの部分が白く、イメージに定義した黒
線を配置する場合にも使用することができます。
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