
Kodak i4000 シリーズスキャナー 

ビジネス成功のカギ



現代の仕事の流れに遅れを取らないよ
う設計

i4000 シリーズでは、お客様に高い生産
性を実現するために、優れた画像品質
を統合した多くの機能を提供します。

Perfect Page 画像処理により、オリジ
ナルに近づけながらはっきりとしたク
リアな画像を実現。そして、デュアル 
LED テクノロジーは、より正確なデー
タ抽出についてもスキャン速度を失う
ことなく高度な OCR 読取速度を提供し
ます。

あらゆるビジネスに力を与える信頼で
きる専門知識

弊社の独占的な給紙技術で、無敵の信
頼性に対してほとんどどんな状態にお
いても実質的にすべてのドキュメント
をキャプチャします。i4000 には、お客
様の大切なドキュメントを保護するた
めの 4 つの層のドキュメントプロテク
ションがあります。

•  長さ検知により、重なっていたり、 
1 枚の長いドキュメントのように見える
用紙を保護 

•  二重ドキュメント検知には、一度に  
1 枚のドキュメントのみスキャナーに入
る機能もあるため、これは小さなドキ
ュメントが大きなドキュメントに張り
付いている場合に特に有効 

•  インテリジェントドキュメントプロ
テクションで、決定的なしわになる音
を「聞き分け」、直ちにスキャンプロ
セスを停止 

•  金属検知により、忘れられたホチキ
スの針や紙クリップでスキャナーのガ
ラスを引っかかないようにする

大きなジョブの完璧な情報キャプチャ

お客様の忙しい郵便室、生産部門またはサービスビュ
ーローは、市場に関する最も生産性の高い、正確な、 
信頼できる情報キャプチャを必要としていま
す。i4000 シリーズスキャナーは、お客様の最も要求
の高いジョブに最適です。

時間とお金を節約する完璧な統合

i4000 では、お客様のワークフローを強
化するための最も速く最も効率的な方
法を見つけることにより、ビジネスの
価値を提供します。マルチゾーンバー
コード認識で、ドライバはメタデータ
を抽出するためにバーコードの値を読
み取り、事業部門のシステムとの統合
を容易にします。

スキャナーを Kodak Info Input Solution 
ウェブキャプチャソフトウェアと統合
すると、アプリケーション、ジョブ設
定、ユーザーを管理し、すべて集中型
のキャプチャロケーションからキャプ
チャおよびインデックス付けすること
もできます。 

簡単なユーザー体験

コダックアラリスは、簡素化されたユ
ーザー体験のために、直観的なインタ
ーフェース、ワンタッチボタンスキャ
ン、およびその他の使いやすい機能を
提供します。

スマートタッチテクノロジーでは、搭
乗申請や買掛金請求書のスキャン等の
よく使用するスキャンタスクにワンタ
ッチを使用します。ジョブを事前にプ
ログラムして、ハードコピーを自動的
にスキャンし、検索可能な PDF として
保存すると、今後の情報検索が容易に
なります。

変化し続ける職場のための適応性の
あるソリューション

ソフトウェア：ソフトウェア： 

Kodak Capture Pro Software は、
コダックアラリスのスキャナーと統
合した場合、生産性を高め効率を向
上させるインテリジェントな機能を
提供します。

•  インテリジェントな例外処理•  インテリジェントな例外処理に
より、フォームを瞬時に検証し、ト
ランザクション時に欠けている情報
を特定し、修正できます。そのた
め、顧客とのやり取りが向上し、収
益が増大する可能性も高まります。

•  インテリジェントなバーコード•  インテリジェントなバーコード
の読み取り機の読み取り機能能では、非常に正確な
データ抽出結果が生成され、セット
アッププロセスの複雑性が排除され
ます。

サービス： サービス： 

お客様の投資を保護し生産性をピー
ク時の水準に保つために、入手可能
な幅広いサービスおよびサポート契
約で、お使いのスキャナーおよびソ
フトウェアから可能な限り最高のパ
フォーマンスを得られます。



 実証済みの現実世界におけるパフォーマンス 

100 万以上の 
複数ページの請求書が毎年デジタル化、管理および配布されていますが、Kodak i4000 シリーズスキャナーを
使用することでグローバルな荷物配送会社は、コストの節約を成し遂げています。 

3,000 人以上の 
外来患者が毎日 Kodak i4000 シリーズスキャナーおよび自動インデックス付けを使用して追跡および記録され
ることで、人件費が大幅に削減され、医療サービス会社による正確な医療記録へのアクセスが向上します。

50,000 
の賃貸契約（これらの多くは、古くなり、黄ばみ、ぼろぼろに裂けています）が、大きな不動産管理会社により 
Perfect Page 画像処理機能を備えた Kodak i4000 シリーズスキャナーを使用してクリアなデジタル画像に変化
しています。
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自動方向検出、両面、傾き修正、カラードロップアウ
ト、自動クロッピング、デュアルストリーム出力など、
あらゆる画像処理機能を実行中でも最大定格速度を維持

大きな複数バッチのジョブを簡単に整理し、追跡記録を
保持するためのパッチ認識および前面印字技術で中断を
排除

制御されたスタッキング機能により、整った、順番に重
ねられたドキュメントのスタックがスキャン後に確実に
返却されます

大きなコントロールパネルには、機能があるため、ホス
ト PC を行ったり来たりせずスキャナーを使い続けるこ
とができ、オペレーターをより生産性の高い仕事に従事
させることができ、疲れさせないようにすることができ
ます

さらに生産性を向上させるため、スキャナーはすべてのマ
ルチフィードページを取り出しローラーにまとめ、オペレ
ーターによる確認のために、画像を無視、受け入れ、また
は再スキャンを選択できます

増え続ける用紙の量を 500 枚給紙エレベーターを使用して
より短い時間枠で扱い、継続的で停止しないドキュメント
の給紙が特徴です

一直線の背面取り出しを使用した例外的な取り扱いによ
り、段ボール、ファイルフォルダ、および異常に長いドキ
ュメント等の材料がスキャナーに給紙されます 

オプションのA3フラットベッドアクセサリを使用すると、
製本された特大の壊れやすいドキュメントをスキャンする
機能を簡単に追加できます

8

i4000 シリーズスキャナーは、あらゆる種
類のドキュメントの編集、向上および管理が
容易な Kodak Capture Pro ソフトウェア
限定版を備えています。フルバージョンにアッ
プグレードすると、デスクトップ環境から高速
大容量環境まで、パワフルかつフレキシブルで
手ごろな価格のバッチキャプチャが可能にな
ります。

詳細
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https://www.kodakalaris.com/en-us/b2b/solutions/software/document-scanning-software/capture-pro-software


騒音レベル  
（操作位置の音圧レベル）

スタンバイ時：40 dB(A) 未満 
スキャン：63 dB(A) 未満

消費電力 オフ/待機時/スリープモード：0.5 W 未満、稼働時：21 W 未満、アイドル時：14W 未満

フィーダー容量 最大 500 枚 (80 g/m2)：IDカード、エンボス厚紙、名刺、保険証などの小さな書類も処理

接続性  USB 3.3.1 認証

外形寸法 高さ：34.79 cm

幅：48.9 cm

奥行き：46.73 cm - トレイを閉鎖時

奥行き：61.30 cm - トレイを解放時

入力電源 100～240 V（国際ボルト）、50/60 Hz

環境要因 EPEAT シルバー
ENERGY STAR 認証スキャナー

サポート OS 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）、WINDOWS 10（32ビットおよび64ビット）、 
WINDOWS 11（64ビット）、Open SUSE 11.3（i586） 32ビット、Open SUSE LEAP 15.1 64ビット、SUSE LINUX Enterprise Desktop 
12.2 64ビット、SUSE LINUX Enterprise Desktop 15 SP1 for 64ビット、NEOKYLIN-LINUX-Desktop-6.0 i586 32ビット、 
NEOKYLIN-LINUX-Desktop- 6.0-x86_64-B045-20141201 64ビット、NEOKYLIN-Live-Desktop-6.0-x86_64-B060-20160822、 
NEOKYLIN-NKLD-V7_U2-ZX64-REL-build54

ソフトウェアのサポート 標準ソフトウェア - WINDOWS 同梱ソフトウェア：TWAIN、ISIS、WIAドライバー、スマートタッチまたはKodak Capture Pro ソフトウ
ェア限定版 (ウェブサイトからのダウンロード)

オプションのソフトウェア：Kodak Capture Pro ソフトウェア、Kodak Info Input Solution (WINDOWS のみ)

生産性の高い、信頼できる、デスクトッププロダクションキャプチャソリューション生産性の高い、信頼できる、デスクトッププロダクションキャプチャソリューション  

Kodak i4000シリーズスキャナーにより、あらゆるビジネスが簡素化されます。

機能比較
読み取り速度*  
（横向き、レター/A4サイズ、 
白黒/グレースケール/カラー） 

110 枚/分 145 枚/分 160 枚/分

一日の推奨処理枚数 最大65,000枚/日 最大100,000枚/日 最大150,000枚/日

共有機能

Kodak i4250 スキャナー  Kodak i4650 スキャナー  Kodak i4850 スキャナー

詳細はこちら 
AlarisWorld.com/go/i4000

お問い合わせ： 
AlarisWorld.com/go/contactus

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。

© 2022 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
04/22

サポートされているオペレーティングシステムに関する最新情報は、当社のWebサイトの各スキャナーのサポートページにあります。

*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、OS、および PC によって異なる場合があります。

EPEAT®シルバー：シルバー：Kodak i4000 シリーズスキャナーは、EPEAT®シルバーのステータスを獲得しており、エネルギー効率と、有害物質および廃棄物の削減に関する 
ENERGY STAR®のガイドラインを満たしています。

ENERGY STAR®認証済みスキャナーは、機能を損なうことなくエネルギーを節約できることが独立機関によって認証されています。

弊社の弊社のEPEATステータスの詳細については、ステータスの詳細については、AlarisWorld.com/go/EPEATをご参照くださいをご参照ください

   環境認証の取得

デジタル化から変換まで、KodakAlarisは最初から存在しています。 私たちは、ドキュメントとデータを他の誰よりも優れた情報に変換し、ビジネスにスピード、正確
性、収益性をもたらします。 詳細については、詳細については、AlarisWorld.comをご覧ください。をご覧ください。

http://www.AlarisWorld.com/go/contactus
http://www.AlarisWorld.com/go/EPEAT
http://www.AlarisWorld.com

