
Kodak ScanMate i1150WN Scanner

シンプルにモバイルツールで情報を共有
Wi-Fi ネットワーク対応のエントリースキャナー



スキャンの分散化とデータの集中化を実現する
ワイヤレス ネットワークスキャナー

Kodak ScanMate i1150WN Scanner

多彩な接続方法で広がる分散スキャンソリューション
USBケーブル接続 Wi-Fi インフラストラクチャモード（企業内無線 LAN）

（Web開発アプリ利用の場合）

企業内有線 LAN

Wi-Fi アドホックモード（スキャナーが仮想アクセスポイント）
- PCとの接続

Wi-Fi アドホックモード（スキャナーが仮想アクセスポイント）
- スマートデバイスとの接続
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Kodak Info Input

（Kodak Info Input Solution を利用した例）

各拠点間に設置したネットワークスキャナーで
効率よく分散し、そのデータを集中処理
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※トランザクションモードの読み取り速度40枚 /分（200dpi、300dpi、最初の10ページ）
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コダックアラリスのScanMate i1150WNは、これまでのネットワークスキャナーの常識を覆し、低コスト、
高い利便性、多様なネットワーク接続方法で、柔軟に、そして安全にイメージデータの取得を実現します。

低コストで利便性を失うことなく共有化
企業内のスキャンニーズは、集中入力からそれぞれの部署、社員、スタッフによ
る分散入力へと変化し、それらのスキャンデータを集中管理する必要があります。
しかしこれまで、分散入力管理の課題に応えるネットワークスキャナーは高コス
トで共有の利便性も高くありませんでした。i1150WNは、これまでのネットワー
クスキャナーの常識を覆し、低コスト、高い利便性、多様なネットワーク接続方
法で、柔軟に、そして安全にイメージデータの取得を実現します。

安全で運用が容易
従来のネットワークスキャナーはスキャナー本体でスキャン情報を管理、そのた
めスキャンデータが残るリスクや個別に設定の対応をする必要がありました。
i1150WNは、スキャン画像処理はスキャナー本体内で行いますが。データは指
定されたネットワーク上のストレージに保存されるので安全です。

WEBアプリケーションからのスキャンをサポート
Web API により独自のWebアプリの開発が可能で、業務システムへのスキャン
処理の統合が可能となりました。またスキャン時のイメージング処理 は、スキャ
ナー本体で実行されるため、PCやスマートデバイスには負荷が生じません。どの
デバイスからでもスムースにスキャンでき、端末を選びません。

ネットワーク、アプリケーションの柔軟性
i1150WNは、PCやスマートデバイスと様々な方法で簡単に接続できます。
・有線 LAN
・Wi-Fi ネットワーク
・スキャナー本体とのWi-Fi によるAdHoc 接続
・USB接続をサポート
またスキャンには一般的なTWAINや ISIS ドライバを使用したアプリケーション
の他、Kodak ScanMate+ モバイルアプリ (iOS, Android 端末用 )、Kodak 
Capture Pro Software、Kodak Info Input ソリューションがご利用になれます。

ケーブル不要でセットアップが簡単
Wi-Fi ネットワークに接続すればネットワークケーブルは不要です。電源があれば
別の場所へ移動してスキャンを行うことができます。スキャンする原稿が多くあ
る現場へスキャナーを設置できます。
複数の i1150WNがある場合でも、一台ずつデバイスにつないで設定する必要は
ありません。設定情報をQRコードにしたものをプリントアウトし、そのQRコー
ドを別の i1150WNでスキャンすることで同じ設定にすることができます。

高品質なイメージング処理
コダック独自の高品質イメージング処理テクノロジーであるPerfect Page をス
キャナー本体のプロセッサ上で実行します。これにより、IDカード、クレジットカー
ドから様々な厚み、サイズのビジネスドキュメントのスキャンにより高品質のイ
メージを取得できます。

従来のネットワークスキャナー i1150 WN Scanner

運用形態

OS

コントロール

スキャンデータ

設定情報

ネットワーク上に固定

本体にOS(Windowsなど ) を搭載

スキャナー本体に限定

スキャナー本体に残る

スキャナーごと個別に設定

柔軟な配置が可能

なし

ネットワーク上のデバイス

スキャナー本体には残らない

アクセスするデバイスから設定
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ScanMate  i1150WN Scanner
対応定型書類サイズ A4

読み取り速度 30枚/分　（200dpi　白黒 / グレースケール / カラー）　※最初の10枚のみ40枚/分

基本仕様

フィーダ容量 最大75枚　（80g/㎡ 用紙の場合）

イメージセンサー CIS

光学解像度 600dpi

光源 LED

出力ファイル形式 シングル / マルチページTiFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、サーチャブルPDF

対応書類

最小ドキュメントサイズ 63.5mm x 50.8mm

最大ドキュメントサイズ 356mm x 215mm

ロングドキュメントモード 長さ　3m

紙厚 34 - 413 g/㎡

カードの読み取り IDカード、エンボスカード、名刺

混在書類のスキャン ◯

重送検知 重送検知およびインテリジェント ドキュメント プロテクション（IDP）

接続方式

USB USB2.0 / USB3.0 互換

オペレーター制御パネル カラー / 4ライングラフィカルLCD

有線LAN（イーサネットケーブル） RJ45

Wi-Fi （ワイヤレスルータ） 802.11b/g/n

Ad-Hoc 802.11b/g/n

Wi-Fi セキュリティ WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA & WPA2

ネットワーク設定/設定ツール EasytoSetup

ネットワークモードでの共有 ◯

本体仕様

消費電力 稼働時 21W未満、アイドリング時 14W未満、電源オフ、スタンバイ、スリープ時 0.5W未満

使用環境 温度 15～39℃　湿度 15～80%RH

騒音レベル 稼働時　50dB未満、スタンバイ時 20 dB未満

電圧・周波数 100～240V　50/60Hz

外形寸法 幅330mm x 奥行き162mm x 高さ246mm

重量 3.2kg

システム環境

推奨PC Intel Atom D525/D2550 CPU、1.8GHz、2GB RAM

対応OS
Windows10 (31bit及び64bit）、Windows8.1 (31bit及び64bit）、Windows8 (31bit及び64bit）、
Windows7 SP1 (31bit及び64bit）、Windows Server 2008 64bit、Windows Server 2012 64bit、

Ubuntu Linux 12.04、Mac OS 10.8、10.9、10.11、最新バージョンのiOSおよびAndroid対応アプリケーション

対応ドライバ TWAIN、ISIS、WIA

主な機能 イメージ処理

イメージ処理はスキャナー本体で実行（パーフェクトページ全機能）
パーフェクトページ、固定クロッピング、相対クロッピング、自動方向検出、自動傾き修正、ボーダー追加および削除、

インテリジェント イメージ エッジ処理、背景スムージング、明るさおよびコントラスト調整機能、自動カラーバランス、パンチ穴除去、
シャープネスフィルタ、縦縞除去、拡張カラーマネジメント、自動カラー識別機能、白紙除去（データ容量/文字量基準）、

i-Thresholding、孤立点ノイズ除去、マジョリティルールノイズ除去、ハーフトーン除去、エレクトロニックカラードロップアウト、
オールカラードロップアウト、マルチカラードロップアウト、デュアルストリーム、両面イメージ結合

バーコード読み取り 1ページにつき1個：Interleaved 2 of 5、Code 3 of 9、Code 128、Codabar、UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、PDF417

モバイル/タブレット Android OS & iOS

モバイルスキャンアプリ ScanMate+ （モバイルアプリ / App Store、Google Play にて提供予定）

Web APIの提供 ◯　（PCやモバイルデバイスのための標準のWeb API）


