Kodak i3000 Series Scanner

信頼性と安定性で
スキャン作業を飛躍的に効率化

KODAK i3000シリーズスキャナーは
A3 対応のコンパクトボディに高い性能を凝縮
Kodak i3450 Scanner

推奨処理枚数

CPS

枚/日

D

推奨処理枚数

CPS

枚/日

D

推奨処理枚数

CPS

枚/日

C

推奨処理枚数

CPS

枚/日

C

A3 集中 分散 90
枚/分

90 20,000 （製品版）
枚/分

A3 集中 分散 90
枚/分

90 20,000 （製品版）
枚/分

製品型番 (CAT) 1829969

A3 集中 分散 50
枚/分

50 15,000 （製品版）
枚/分

Kodak i3200 Scanner

A3 集中 分散 50
枚/分

50 15,000 （製品版）
枚/分

製品型番 (CAT) 1147487

Kodak i3400 Scanner
製品型番 (CAT) 1004225

Kodak i3250 Scanner
製品型番 (CAT) 1714088
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Kodak i3450 Scanner/Kodak i3250 Scanner

大切な書類の慎重な取り扱いにも対応
契約書などの重要な書類で折りジワなどをつけたくない場合は、
ロータリーパス搬送からストレートパス搬送にワンタッチで切り替
えが可能です。
厚みのある書類や長尺書類も無理なく簡単にスキャンできます。

Kodak i3400 Scanner/Kodak i3200 ScannerScanner

スキャン作業の効率アップ、情報と結果も確実に提供します。
安定した処理能力を提供

高度なデザイン性

i3000 シリーズスキャナーは、安定した処理能力を提供し、ダウンタイムを最

スキャン作業に関する利点は、ご紹介したい特徴のほんの一部です。イメージ

小限に抑えることを目的として開発されました。優れたイメージ処理機能で情

プロファイルの設定、ジョブ名やファイルの保存先の指定、および情報配信は

報を取得し、インテリジェント ドキュメントプロテクションがドキュメントの

非常に重要です。この部分にはコダックのスマートタッチ機能を使用していま

破損やデータの消失を防ぎます。さらに i3450 スキャナー、i3250 スキャナ

す。この機能を使用することで、サーバーへの保存などの繰り返し行う作業の

ーは、フラットベッドを搭載し、書籍、バインダーに綴じられた原稿や、ロータ

手間を省き、情 報配信を簡素化してオフィス内外のあらゆる場所から簡単に

リーパスでのスキャンが難しいデリケートな原稿などのスキャン作業も可能と

データにアクセスすることができるようになります。

なりました。

ユーザーの要望を実現

統合にも柔軟に対応

i3000 シリーズスキャナーは、一定の処理 速 度を実現します。スキャンする

すべての TWAIN、ISIS、および Linux ベースのアプリケーションと簡単に統

原 稿がカラーでも白黒でも、イメージ、テキスト、混在 文 書、200dpi から

合でき、データ管理はドキュメントをスキャンするときのように簡単です。

300dpi でスキャンしてもご満足いただける結果を提供します。

主な特徴は生産性アップ

コンパクトなデザイン

セットするだけで簡単にスタートできます。250 枚まで搭載可能なフィーダ /

デザインをコンパクトにするためにあきらめた機能はありません。ここまで高

エレベーターにドキュメントを乗せるだけですぐにスキャンできます。処理 速

機能なデバイスでもデスク上の小さなスペースに置けて、処理時間を短縮でき

度を維持するために高速でスキャンし、紙詰まりのリスクを軽減する設計とな

ます。

っています。

現在の要望に応え今後の課題に取り組む

ロータリーとストレートの2通りの搬送が可能

このシリーズのスキャナーが耐久性に優れていることは間違いありません。ベ

契約書などの書類は破損だけでなく、折り曲げも許されない場合が

テランユーザーにも高く評価され、初めて使用するユーザーもすぐに使用でき

あります。この様な場合もロータリー搬 送からストレート搬 送にワ

る様に設計されています。毎日どの位の業務を処理できるかは、スキャナーの

ンタッチで切替えできるので、例外的に厚みのある書類や、封筒、長

性能にかかっています。

尺の原稿も簡単に書類を搬送できるようになります。

投資を守る

書類を保護して情報も保護

ご使用の機器やソフトウェアを最適な状態で使用していただくために、コダッ

スキャン時にインテリジェント ドキュメント プロテクションを動作させる事

ク サービス＆サポートでは様々なメニューを用意しています。コダックにはお

で、書類の給紙時に発生しがちな書類破れや破損を防ぎ、書類内の大切な情

客様のビジネス効果と価値を最大限に引き出す様々なサービスがあります。

報も守ります。

これまで以上の改善

A4ブックエッジスキャナーを搭載

コダックのパーフェクト ページ技術によりイメージ品質が最適化され、イメー
ジ処理タスクを行うホストで効果的に機能します。すべてスキャン時に自動で
実行されます。

（i3450、i3250スキャナー）

A4 ブックエッジフラットベッドスキャナーは、製本された原稿からパスポー
ト、書類ファイル、デリケートな原稿まで様々な原稿をスキャンできます。また
ブックエッジスキャナー機能により、閉じ白部分まで歪みのない鮮明な画像を
得ることができます。

スマートタッチ・グラフィカルユーザディスプレイ
事前にスマートタッチにプリセットしたタスク名が表示されるので
番号から選択してボタンを押すだけでスキャン作業を簡単に実行
できます。

i3000 Series Scanner
i3450

i3400

一日の推奨処理量

i3250

i3200

20,000枚

15,000枚

読み取り方式

原稿搬送型（ADF）

読み取り速度 ＊1

90枚/分（片面）、180面/分（両面）

50枚/分（片面）、100面/分（両面）

読み取り面

両面

読取階調

カラー48bit（16bit×3）

出力階調

カラー 24bit、
グレースケール 8bit、白黒 2値

イメージセンサ

デュアルCCD

光学解像度

600dpi

光源

LED （各読取面に2本）

出力解像度

100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 500 / 600 / 1200dpi

書類サイズ

最大：長さ4064mm×幅305mm

最小：長さ63.5mm×幅63.5mm

フィーダ容量

250枚

重送検知方式

超音波センサ

ブックエッジフラットベッドユニット
センサー
光学解像度
光源
対応サイズ

厚さ：34〜413g/m2

有（ホワイトバックグラウンド）

無

有（ホワイトバックグラウンド）

無

CIS

ー

CIS

ー

1200dpi

ー

1200dpi

ー

LED

ー

LED

ー

A4 / 210 x 297mm

ー

A4 / 210 x 297mm

インタフェース

ー
USB2.0

デバイスドライバ

USB3.0と互換（USB3.0ケーブル付属）
TWAIN、ISIS、WIA（標準同梱）

同梱ソフトウェア

Smart Touch

、KODAK Capture Pro Software Limited Edition ＊3

＊2

イメージ処理機能

パーフェクトページ、i-Thresholding、縦縞除去 ＊4、
自動カラー識別機能 ＊5、
イメージエッジ処理（白または黒）、白紙除去（データ容量/文字量基準）
デュアルストリーム ＊7、
自動方向検出機能 ＊8、画面イメージ結合、
カラーパッチ機能 ＊9
マルチカラードロップアウト ＊6、

出力ファイル形式

TIFF
（シングル/マルチページ）、JPEG、RTF、BMP、PDF、サーチャブルPDF

電圧、周波数

100〜240V 50/60Hz

消費電力

稼働時 49W未満、
スリープ時 2.8W未満、
オフモード 0.5W未満

環境関連事項

国際エネルギースタープログラム適合製品、Section 508 compliant、温度15〜35℃ 湿度15〜80%RH

騒音レベル

稼働時（300 dpi）60dB未満、
スタンバイ時 30 dB未満
CPU：Intel® Core™ i7 3.4GHz 以上 メモリ：4GB以上（Windows、Linux）
CPU：Intel® Core™ i7 2GHz Quad Core 以上 メモリ：4GB以上（Mac OSX）

推奨PC構成

推奨OS

Windows 8.1（32 ビットおよび 64 ビット）、Windows 8（32 ビットおよび 64 ビット）、Windows 7 SP1（32 ビットおよび 64 ビット）、
Windows Vista SP2（32 ビットおよび 64 ビット）、Windows XP SP3（32 ビットおよび 64 ビット）、
Linux Ubuntu 14.04（LTS)（32 ビットおよび 64 ビット）、MAC OS v. 10.7、10.8、10.9

適合規格

VCCI（ClassB）
ローラクリーニングパッド、静電クリーニングクロス
フィーダ交換キット
（フィードモジュール、
セパレーションモジュール、
セパレーションパッド、
フロントトランスポートローラ）

消耗品

KODAK Capture Pro Software グループD(i3450、i3400）、
グループC（i3300、i3250、i3200）
A3フラットベッド、
リーガルフラットベッド、
ドキュメントプリンタi2900、i3000

オプション
外形寸法
重量

（トレイを閉じた状態）
WxDxH

431.8 × 371 × 257mm

431.8 × 371 × 237.5mm

431.8 × 371 × 257mm

431.8 × 371 × 237.5mm

17.7kg

15.8kg

17.7kg

15.8kg

*1 1分間の処理枚数(A4横送り 200/300dpi 白黒/カラー)。読み取り速度は、
ドライバ、
アプリケーション ソフトウェア、OS、PCにより変動することがあります。*2 スマートタッチはMac OSXではサ
ポートされていません。*3 簡単・軽快なスキャニングを提供するスキャニング専用 ソフトウェアの簡易版です。*4 イメージングガイド上の汚れに起因する縦縞を消去。*5 書類の色を認識し、白黒・カラー
の出力を自動的に切り替え。*6 赤青緑以外の色(黒以外) も最大5色同時に消去可能。*7「カラー+白黒」
「グレ―スケール+白黒」
という2種類のイメージを同時に出力可能。*8 スキャンと同時に文字の
向きを検知し、正しい方向にイメージを回転。*9 カラーでスキャンしたい書類と白黒でスキャンしたい書類が混在する際に、設定を切り替えたい書類の前に専用のパッチシートを挟むことで白黒とカラー
をスキャン中に自動的に切り替え可能。

・Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本および

コダック アラリス ジャパン株式会社
インフォメーション マネジメント事業本部

その他の国における登録商標または商標です。
・ISISは、EMC Corporationの米国における登録商標です。
その他、
記載の商品名、
社名等は、
各社の商標または登録商標です。
※このカタログの記載内容は、
2017年8月現在のものです。

https://www.kodakalaris.com/ja-jp/b2b
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル

TEL03-5577-1380 FAX03-5577-1333

〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル4F

TEL06-6152-6152 FAX06-6393-5312
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