
Kodak i3000 シリーズスキャナー

生産性の大幅な向上



効率性と一貫性を高める新基準

Kodak i3000 シリーズスキャナーは、一貫した処理速度を実
現し、スキャン作業のダウンタイムを最小限に抑えること
を目的として開発されました。この A3 ロータリースキャナ
ーは、ほぼあらゆるタスクに対応できる上、必要なデスク
スペースは少なくて済みます。そのため、1 秒でも無駄にで
きないビジネスに最適です。

あらゆる種類の書類を安定して処理

ワークフローの問題を予測しそれらに対処で
きる設計と機能で、中断することなく作業で
きます。

Alaris の パ ー フ ェ ク ト ペ ー ジ 技 術 は、 
画質を最適化し、さまざまなイメージ処理タ
スクを知的に管理します。どのスキャンでも
すべて自動的に行われます。よりシャープな
イメージで、光学式文字認識（OCR）のよう
な追加の処理機能をさらに正確にします。 

簡単さ、生産性、長寿命のための設計

信頼性は、長期にわたる性能と、ビジネスで
最も大切なことに集中するための自由によっ
てもたらされます。

インテリジェントドキュメントプロテクショ
ン（IDP) は、問題を聞き分け紙詰まりや重送
が発生する前に知らせることで、ドキュメン
トの損傷を防ぎ、データを保護し、再スキャ
ンに費やす時間を減らします。

書籍のページ、パスポート、フォルダ、破
れやすいドキュメントに最適な、統合され
たブックエッジ A4 フラットベッド (Kodak 
i3250 および i3450 スキャナー上 ) でさまざ
まな種類の例外ドキュメントを処理します。

インテリジェントに統合され、いつでも準
備完了

人のように考え作業するスキャナーで時間
と労力を節約し、絶大な価値を得られます。
例えば、インテリジェントなバーコード読
み取りでデータをアプリケーションに送信
します。

TWAIN、ISIS、および Linux ベースのあら
ゆるスキャンアプリケーションと簡単に統
合できるため、ドキュメントをスキャンす
るのと同じくらい簡単にデータを管理でき
ます。Windows および Linux 環境で機能し
ます。

簡略化されたユーザーエクスペリエンス

ユーザーエクスペリエンスを簡略化するた
め、Alaris は直観的なインターフェイス、
ワンタッチスキャン、その他の使いやすい
機能を実現しました。

Alaris スマートタッチテクノロジでは、ボ
タンを押すだけでワンタッチスキャン処理
を実行できます。最大で 20 のジョブをあ
らかじめプログラムすることで、自動的に
ハードコピーをスキャンしてサーチャブル 
PDF として保存し、将来簡単に情報を検索
できるようにします。

FPO



絶えず変化する仕事場のソフトウェアに適応可
能なソリューション
Alaris Capture Pro ソフトウェアは、例外チェック、高度なインデックス作
成、エキスパートな抽出などのインテリジェントな機能で、より速くビジ
ネスプロセスに情報を取り込みます。

•  インテリジェントな品質管理によって、問題のある画像に自動的にフラ
グが付けられ、再スキャンすることなく画質を最適化 

•  インテリジェントな例外処理によって、フォームを瞬時に検証すること
で、トランザクション時に欠けている情報を特定し修正

サ―ビス
Alaris の世界クラスの幅広いサービスで、スキャナーとソフトウェアから
できる限り最高の性能を引き出します。

イメージ、テキスト、サイズが混在するドキ
ュメントで、200 または 300 dpi のカラーま
たは白黒印刷における信頼性の高い読み取り
速度を実現。

250 枚まで積載可能なフィーダー/エレベータ
に書類を乗せるだけで、簡単にまとめてにス
キャンできます。高速スキャンで継続的な読
み取り速度を確保する設計です。

スキャナーのストレートスルー型のペーパ
ーパスにより、段ボール、ファイルフォルダ
ー、非常に長いドキュメントなどの分厚い素
材も迅速に処理可能。

コンパクトかつデスクトップで使いやすいなデ
ザインの、優れた用紙の搬送機能と、過酷な使
用にも耐える機能を実現するエンジニアリング
でスペースを節約。

例外ドキュメント用に設計された統合ブックエ
ッジ A4 フラットベッドスキャナー（*3250 お
よび 3450 モデルのみ）

インテリジェントなドキュメント保護機能で
は、問題を監視し、紙詰まりや給紙エラーが発
生する前にアラートを送信。 
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Alaris IN2 Ecosystem

今 日 の 複 雑 な デ ー タ 環 境 に お い て、 
情報キャプチャのためのアプローチの統
合は不可欠です。IN2 Ecosystem は、業界
トップのスキャナー、ソフトウェア、信
頼できるパートナーとのネットワークに
よりもたらされるサービスによって、お
客様のビジネスにとって最高の情報キャ
プチャソリューションを実現します。

IN2 Ecosystem は以下を提供します。

• 適合性：お客様のビジネス目標、環境、
予算に適合したソリューション

• 適切な操作性：購入から、操作、所有 
に至るまで、お客様の業務を簡素化す
るソリューション

• 適切な結果：高速かつ正確で信頼性の
高い情報キャプチャを通して、優れた
ビジネスバリューを提供するソリュー
ション

IN2 Ecosystem についての詳細は

www.alarisin2.com

または AlarisWorld.com にアクセス

http://AlarisWorld.com


機能比較
200 dpi/300 dpi での読み取り速度 †  
（横向き、A4 サイズ、白黒/ 
グレースケール/カラー）

i3200 ADF：最高 50 枚/分
i3250 ADF：最高 50 枚/分

i3300 ADF：最高 70 枚/分 i3400 ADF：最高 90 枚/分
i3450 ADF：最高 90 枚/分

i3500 ADF：最高 110 枚/分

一日の推奨処理枚数 i3200/i3250 ADF： 
最大20,000枚/日
i3250 統合 A4 サイズフラットベッ
ド：100 枚/日

i3300 ADF： 
最大25,000枚/日

i3400/i3450 ADF： 
最大30,000枚/日
i3450 統合 A4 サイズフラットベッド： 
100 枚/日

i3500ADF：最大35,000枚/日

共有機能
スキャンテクノロジー デュアルCCD、グレースケール出力階調は256レベル（8ビット）、カラー読み取り階調は48ビット（16 x 3）、カラー出力階調は24ビット（8 x 3）

光学解像度 1200 dpi

出力解像度 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 dpi

光源 デュアル LED

オペレータコントロールパネル グラフィカル液晶ディスプレイ（4つのオペレータコントロールボタン）

最大 / 最小原稿幅 自動フィード：305 mm / 63.5 mm
手動フィード：305 mm / 50 mm

最大 / 最小原稿長 自動フィード：863.6 mm / 63.5 mm
手動フィード：863.6 mm / 50 mm（背面排紙のみ）
長尺原稿モード：最長 4.1 m（連続スキャンモード対応のスキャナー）

用紙の厚さおよび重量 34～413 g/m2用紙

フィーダ/エレベータ i3200 / i3250 / i3300 / i3400 / i3450：80 g/m2 の用紙を最大 250 枚、i3500：80 g/m2 の用紙を最大 300 枚

用紙搬送オプション ドキュメントは前面の出力トレイに排紙できます。または、ストレートパス搬送オプションが手動で選択されている場合は、スキャナーの背面に排紙できます

重送検知方式 超音波重送検知、インテリジェントドキュメントプロテクション

インターフェイス USB 2.0（USB 3.0との互換性あり）

標準ソフトウェア WINDOWS 同梱ソフトウェア：TWAIN、ISIS、WIAドライバ、スマートタッチ、Kodak Capture Pro ソフトウェア限定版（Webダウンロード）

オプションのソフトウェア Alaris Capture Pro ソフトウェア、Alaris Info Input Solution (Windows のみ)、Asset Management ソフトウェア

バーコード読み取り 1ページ当たり1つ：Interleaved 2 of 5、Code 3 of 9、Code 128、Codabar、UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、PDF417

スキャナーに含まれる機能 バーコード読み取り、Alaris パーフェクトページスキャン、iThresholding、アダプティブスレッショルドプロセッシング、自動傾き補正、自動枠消し、相対
クロッピング、アグレッシブクロッピング、エレクトロニックカラードロップアウト、デュアルストリームスキャン、インタラクティブカラー、明るさとコ
ントラストの調整、自動方向検出、自動カラー識別機能、背景色スムージング、イメージ端埋め、イメージ結合、コンテンツベースの白紙検出、縦縞フィル
タ、イメージ穴埋め、シャープネスフィルタ、自動ブライトネス、特殊ドキュメントモード、連続スキャンモード、トグルパッチ、自動フォトクロッピン
グ、白黒イメージのセグメント化

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

保証 お近く販売代理店にご確認ください

入力電源 100～240 V (海外対応)、50～60 Hz

消費電力 電源オフ時：<0.5 W、稼働時：<49 W、スリープモード時：<2.8 W

環境要因 Energy Star認証スキャナー
動作温度：15 ～ 35℃（59 ～ 95°F）、動作湿度：15%～80% RH

騒音レベル（操作位置の音圧レベル） オフまたは待機モード：<30 dB(A)
稼働時：<60 dB(A)、<66 dB(A) i3500 のみ

推奨PC構成 Intel Core i7、3.4 GHz プロセッサ以上、4 GB RAM 以上、USB 2.0 (Windows および Linux)

サポート OS Windows 10 (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)、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 (顧客による検証済み – Microsoft が 2014年でサポートを終了したため Kodak 
Alaris によるサポートなし)、Ubuntu 14.04 (LTS)*

消耗品 ローラークリーニングパッド、静電クリーニングクロス、消耗品キット（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を含む）

アクセサリ／オプション 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、ドキュメントインプリンティングアクセサリ (裏面、スキ
ャン後に最大40の英数字でのインプリンティング、11のインプリンティング位置)

外形寸法 i3200 / i3300 / i3400/ i3500：高さ：23.8 cm、幅：43.18 cm、奥行（入力トレイを閉じた状態）：37.1 cm 
i3250 / i3450：高さ：25.7 cm、幅：43.18 cm、奥行（入力トレイを閉じた状態）：37.1 cm 

重さ i3200 / i3300 / i3400/ i3500：重量：15.8 kg 
i3250 / i3450：重量：17.7 kg

† 読取り速度は、使用するドライバ、アプリケーションソフトウェア、オペレーティングシステム、および PC によって異なる場合があります
* Smart Touch 機能はこれらのオペレーティングシステムにサポートされていません
** i3200/i3250、i3300、i3400/i3450 で使用可能

Kodak i3200/i3250 スキャナー Kodak i3300 スキャナー  Kodak i3400/i3450 スキャナー  Kodak i3500 スキャナー

受賞カタログを参照 ➥ 

使用されているすべての商標および商品
名は、各権利保持者の所有物です。

コダックの商標及びトレードドレスは
イーストマン コダック社の許可のもとに
使用しています。
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詳細はこちら
AlarisWorld.com/go/i3000series

お問い合わせ:  
AlarisWorld.com/go/contactus

http://www.kodakalaris.com/%257E/media/files/im/reviewsawards/ww-bli-awards-brochure-lr.pdf?la=en-us
http://AlarisWorld.com/go/i3000series
http://AlarisWorld.com/go/contactus

