
シームレスな接続性。情報の保管。インスタントメッセンジャー。優れたパフォーマンス。
Kodak Scan Station 710 は、他にも多くの機能を備えています。直感的なタッチスクリー
ン、簡単なネットワーク設定、リモート管理機能など利便性の高い特徴も兼ね備えています。
Kodak Scan Station 710 はスキャナーを超えた、あなたの新しい情報管理製品です。
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的確な情報入力が
問題解決の近道



ユーザーフレンドリーな使用感
使いやすく操作が簡単なタッチスクリーンは、管理者の設定によっ
てスキャン業務合わせた機能をプリセットでき、オペレーターは直
感的な操作が可能です。スキャンのために PC の操作に煩わされ
る事もなく、すぐに使いこなせて作業ミスを最小限に抑えられま
す。オフィス環境にやさしく動作音も静かです。

情報管理を簡単に安全に
スキャン操作が簡単なだけでなく、ファイル名設定やセキュリティ
機能も向上。使用環境に合わせたアクセス性やセキュリティレベル
を維持できます。簡単なトレーニングで誰でもスキャンでき、文書
イメージをすぐに業務に活用できます。

簡単操作で確実なリモート管理
ネットワーク環境に多くのスキャンステーションがあっても、シス
テム管理者は 1ヶ所からネットワーク内の各デバイスに対する設
定作業などが可能となり、効率的なスキャナーデバイス管理を実
現できます。
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スキャンから情報資産へ
ScanStation710 でスキャンした文書が有益な情報資産に生まれ
変わります。ご使用のネットワーク環境に直接接続し、ビジネスプロ
セスやアプリケーションに情報を素早く、簡単に送信できます。また
デジタルファイルを複数の場所に同時に送信することも可能です。

確実な作業効率
コダックアラリスは、本製品の設置後も快適にご利用いだだけるよ
う各種トレーニングやサポートをご提供いたします。スタートアップ
アシスタンス ネットワークスキャナートレーニングなどは Kodak 
ScanStation710 専用のサービスです。さらに、ヘルプデスクや製
品エキスパートにコンタクトして最新版への更新情報を入手いただ
けます。
Kodak ScanStation710 なら、進化し続けるビジネスプロセスの
ニーズに長期に渡って応えていくことが可能です。

わかりやすい直
感的なタッチス
クリーン

合理化されたプロセス

通信性能の向上

生産性アップ

あなたのビジネスに Kodak Scan Station 710 を接続するなら
kodakalaris.com/go/ScanStation710 にアクセス

困っていた事が
解決できる

大画面のタッチ
スクリーンディ
スプレイ

用紙搬送性能の
向上

堅牢な筐体



※このカタログの記載内容は、2017年7月現在のものです。

Ⓒ2017 Kodak Alaris Inc. Kodak Alaris will be the Company’s trade name for its global business.
The Kodak trademark and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.

・Microsoft、Windows、SharePointは、米国Microsoft Corporationの、  米国、
 日本および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、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

●詳しい動作環境、仕様等は弊社担当者にお問い合わせください。
●仕様および外観は改良のため予告なく変更される場合があります。
●本書で使用されている図や表現方法は説明用のもので、実際のものと異なる場合があります。

安全にご使用いただくために
取扱説明書、説明員の指示に
従い正しくお使いください。

  *1 1分間の処理枚数(レターサイズ 縦、白黒/グレースケール/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。 *3 イメージングガイド上の汚れに起因する縦縞を消去。*4 赤、青、緑の罫線や背景色を消去。

製品仕様
接続インターフェース 10/100/1000 Base-T イーサネット、ホスト PC 不要

イメージ出力方法

TCP/IP、SMB、認証 SMTP(ログイン、テキストのみ、CRAM、NTLM)、DHCP(または固定 IP)、ネットワークドメイン認証ネットワークプロトコル

リモート管理
 (システム管理者のみ)

セキュリティ機能

出力ファイル形式

コントロールパネル 9.7 インチ(1024 x 768 ピクセル)タッチスクリーン LCD

オーディオ関連 音声添付メッセージの録音/再生用内蔵マイクおよびスピーカー

スキャンテクノロジー

出力解像度 100、150、200、240、300、400、600 dpi

読み取り速度＊1 200 dpi:70 枚/分(片面)、140 面/分(両面)

重送検知方式

フィーダ容量

最大原稿サイズ

最小原稿サイズ

最大 75 枚(80 g/m2 紙)

215 mm x 863 mm(解像度によって制限される場合があります)

50 mm x 63.5 mm 連続給紙時:75 mm x 125 mm

超音波および書類の長さ

用紙の厚さ 413 g/m2 　ID カードの場合 ： 最大 1.25 mm

イメージ処理機能

一日の推奨処理枚数 最大 6,000 枚まで

適合規格

外形寸法 重量:10.5 kg、奥行き:38.2 cm、幅:35.6 cm、高さ:20.6 cm

同梱品 Kodak Scan Station 710 本体、電源コード、ユーザーズガイド、インストール CD、インストールガイド、スキャナー管理ソフトウェア

消耗品

保証(日本)

フィードモジュール、ローラークリーニングパッド、静電クリーニングクロス

光源

動作温度:10 ～ 35 °C、動作湿度: 10% ～ 85% RH、標高 2000 m 未満環境要因

1年間保証

デュアル間接 LED

消費電力 稼働時 50W未満、ENERGY STAR/スリープ時 4W未満、オフモード 0.5W未満

スキャナー管理ソフトェア用
推奨 PC

オプション

共有ネットワークフォルダ、ネットワークプリンタ、E メール、FAX サーバー、USB メモリ、FTP、SFTP、FTPS 匿名認証プロキシサポート 
Microsoft SharePoint へのスキャン出力

PDF の暗号化、パスワードによるアクセス制限(オプション)、USB メモリへのイメージ出力の無効化(オプション)、LDAP 認証のセキュアログイン、
ログイン ID によるアクティビティログイン、IP ポートブロック

カスタムパスワードによるセキュアログイン、Kodak Scan Station 710 デバイスのリスト作成と管理、管理デバイスのグループ化と簡易分類、
一から複数、ま たは全デバイスの設定と内蔵ソフトウェアのアップデート、管理デバイスのステータス表示、管理デバイスへのリモートアクセス(1 
台)、管理デバイスの再起動 と終了 (1 台)

TIFF、JPEG、PDF、サーチャブル PDF、PDF/A、Microsoft Word、Microsoft Excel、RTF、暗号化 PDF、JPEG 圧縮 TIFF(オプション)、
WAV音声ファイル

デュアルカラークワッドリニア CCD(両面スキャン)、光学解像度 600 dpi、読み取り階調 30 ビット (10 x 3)、カラー出力階調 24ビット (8 x 3)、
グレー スケール出力階調 8 ビット(256 階調)

パーフェクトページスキャン、傾き補正、自動クロップ、白紙削除(文字量基準)、自動方向修正*2、パンチ穴除去、エッジ処理、縦縞フィルタ*3、
カラードロップアウト*4

Intel Core2 duo 6600 @ 2.4 GHz Duo プロセッサ以上、4 GB RAM、USB 2.0、稼動中の Windows XP (SP3)、
Windows Vista (SP2)、Windows 7 (SP1)、Windows 8 (32 ビットおよび 64 ビット), Windows 8.1 (32 ビットおよび 64 ビット)

USB メモリ、Kodak Scan Station キーボードおよびスタンド アクセサリ、Kodak リーガルサイズ フラットベッド アクセサリ、
Kodak A3 サイズフラットベ ッド アクセサリ

AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010;(クラス B RCM マーク)、CAN / CSA- C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011(TUV C マーク)、
カナダ CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5(クラス B)、中国 GB4943.1.2011; GB9254:2008 クラス B(CCC S&E マーク)、
EN55022:2010 ITE エミッション規格(クラス B)、EN55024:2010 ITE イミュニティ規格(CE マーク)、EN60950-1:2006 +A1、
+A11、+A12(TUV GS マーク)、IEC60950-1:2005 +A1、台湾 CNS 13438:2006(クラス B)、CNS 14336-1(BSMI マーク)、UL 
60950-1:2007 R12.11(TUV US マーク)、CFR 47 Part 15(FCC クラス B)、アルゼンチン S マーク

ドキュメントイメージング
ソリューションの

サービス＆サポート

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

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
〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル4F

TEL：03-5577-1380　FAX：03-5577-1333
TEL：06-6152-6152　FAX：06-6393-5312
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