Kodak i5650Sおよびi5850Sスキャナー

ドキュメントのソートを効率的、
正確、強力に自動化。

生産性の向上が不可欠
今日、ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）会社とサービス
ビューローは、
優れた品質基準を維持しつつ、
より短い時間でより多くをス
キャンする必要があります。
自動化されたドキュメントソート機能、
効率的
な性能、優れた耐久性を備えた Kodak i5650S および i5850S スキ
ャナーは、企業の働き方に合わせて柔軟な生産性をもたらします。

高速。スマートなソート機能。ワーク
フローの合理化。

大切なのは効率性です。それは弊社も同
じです。

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

一連の実証済みパフォーマンス機能に
始まり、高度なドキュメント処理技術
を追加することで、生産性を最大化し
ます。

手動スキャン前後の処理が、合計スキャ
ンコストの 75% 以上になる場合がありま
す。Kodak i5650S および i5850S スキャ
ナーによって、大量の混在ドキュメント
を簡単に処理し、きちんと分類し積み重
ねて出力できます。

ソフトウェア：

• 他にはないダイナミックフロー技術に
より、各スキャナーが最適なメモリ割
り当てとプロセシング経路を判断し、
データをスキャンして抽出するために
一番生産的な方法を見つけます。
• 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します。
アップタイムの最適化に重点を置いた
信頼性
鋼溶接フレームなどの頑丈な構造によ
り、Kodak i5650S および i5850S スキ
ャナーは長時間運転が可能です。
• SurePath ペーパーハンドリング機能
により、 薄い半透明用紙から大量の
カードストックまで様々なドキュメン
ト（しわくちゃな原稿でさえ）をちょ
っとした問題や紙詰まりなく流せるた
め、確実に作業が進みます。
• 問題を音で聞き分け、紙詰まりや重送
が発生する前にアラートを送信するイ
ンテリジェントドキュメントプロテク
ションにより、ドキュメントを損傷す
る危険性が大幅に削減されます。

• パッチ認識と分類されたサイズ混在ドキ
ュメントで、素早くパッチシートを再
利用し、複数バッチのジョブを整理しま
す。
シンプルでスマートな設計と機能
PC で重送を監視し、スキャナーの制御パ
ネルから素早くイメージを無視するか、
受け入れるか、または再スキャンするか
を選択します。直観的なグラフィックユ
ーザーインターフェイスで、繰り返しの
タスクを簡略化します。

キャプチャワークフローに i5650S ま
たは i5850S スキャナーと Kodak
Capture Pro ソフトウェアを組み込む
ことで、効率を高めデータの入力時間
を最大 50% 削減します。
• 	インテリジェントなバーコード読み
取り機能 – 非常に正確なデータ抽出
とより簡単な設定を実現。
• 	インテリジェントなジョブ選択機能
– パッチコード区切りシートを使用
してジョブの切り替えとプロファイ
ルを自動化し、ジョブ間のダウンタ
イムを最小化。
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、世界クラスの
幅広い Kodak Alaris サービスおよびサ
ポートオプションで、お使いのスキャ
ナーと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。
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i5000S シリーズスキャナーを購入する
と、Kodak Capture Pro ソフトウェア
のトライアル版を無料でダウンロード
できます。Capture Pro の全機能を 30
日間試してから、特別価格で完全版を
購入できます。
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詳細
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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の様々な画像処理機能を実行中でも、
最
大定格速度（最大 180 枚 / 分をソート）を維持

600 dpi の高解像度スキャンで、OCR/ インテリジェントデータ認識と、高
密度のデータキャプチャによる検証を大幅に向上

TWAIN および ISIS ドライバの例外処理を設定

1 つ の ト レ イ に 重 送 ド キ ュ メ ン ト を 自 動 的 に ソ ー ト し、
別のトレイにバーコードドキュメントをソートし、背面トレイを使
用してパッチシートを収集し再利用

継続的なドキュメント給紙のため、デリケートなドキュメントと極
厚のドキュメントの組み合わせでもどんな組み合わせのドキュメント
も、まとめて 750 枚積載可能な大型の入力トレイにロード

5 つの超音波検出ゾーンによって重送を確実に検知するため、重送
によるイメージ漏れの心配はありません

直観的なユーザーインターフェイスで複雑なタスクの繰り返し設定を
排除し、時間を節約して、スキャンを「ボタン 1 つで簡単」にします
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お客様の職場に最適なスキャナーを選択：スキャナー移動の上げ下げが
可能な機能を含む人間工学に基づく機能を備えた、
卓上型のi5650Sスキャナ
ーまたは据え置き型の i5850S スキャナー
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インテリジェントな印字機能（デジタルでページまたはイメージに）で
イメージから実際のドキュメントまでの追跡記録を確保

実世界における絶大な価値：
銀行業務での使用例
融資や住宅ローンの申請は紙中心のプロセスです。i5650S および i5850S スキャナーは、スマートなソート機能とパ
ッチシート認識のおかげで、この手順の合理化に役立ちます。
今日の課題：顧客原本は申請者に戻す必要があるため、スキャン前処理でドキュメントを正しく準備し、スキャン後は
正確に分ける必要があります。この作業は間違いが発生しやすく、労力も費用もかかります。
ソリューション：i5650S および i5850S のソート機能は再利用可能なパッチシート認識機能を使用します。これらの
シートは分類されて背面の排紙トレイに排紙され、顧客原本はスキャナー前面の例外トレイに送られます。

自動化されたソート機能が革新的な生産性のメリットを満たします。
Kodak i5650S および i5850S スキャナーにより、あらゆるビジネスが簡素化されます。

Kodak i5650Sスキャナー

Kodak i5850Sスキャナー

最高180枚/分

最高210枚/分

機能比較
スループット (白黒およびカラーについては、
200 および 300 dpi)

共有機能
一日の推奨処理枚数

i5000 シリーズスキャナーでは制限なし

フィーダ/エレベータ

750枚積載可能 自動エレベータ設計、4 つのポジション設定が可能な自動ドキュメントフィーダ（連続給紙、100枚、250
枚、500枚、最大 750 枚）

接続性

USB 2.0 認定、USB 3.0 との互換性あり

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。KOFAX 認定。
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)

入力電源

100～240 V（国際ボルト）、50/60 Hz

消費電力

スリープモード：3.5 W 未満、稼働時：250 W未満、待機時：0.5W 未満

騒音レベル（操作位置の音圧レベル）

待機時 31 dB未満、300 dpi でのスキャン時 65dB未満

環境要因

EPEATシルバー、ENERGY STAR 認定スキャナー、2008 EuP

アクセサリ／オプション

Kodakスキャナー（前面のプレスキャンおよび背面のポストスキャン）向けの強化されたプリンタアクセサリ、手動給紙
シェルフ、Lead Edge Alignment取り出しトレイ、ドキュメントエクステンダ66.04 cm、76.02 cmおよび86.36 cm、
Kodak A3フラットベッドアクセサリはあらゆるモデルに対応しています

サポート OS

WINDOWS 8 (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 )、

外形寸法

i5650S: 高さ：50.8 cm、幅：69.3 cm、奥行き：51.0 cm～65.3 cm（トレイ開放時)、i5850S：高さ：117.4 cm～141.5
cm、幅：69.3 cm、奥行き：82.3 cm

重さ

i5650S: 65.0 kg、i5850S：197.3 kg

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。

環境認証の取得
EPEAT®シルバー：
シルバー：Kodak i5650S および i5850S 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EPEATステータスの詳細については、
弊社の
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

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
詳細については、AlarisWorld.comをご覧ください。
をご覧ください。
性、収益性をもたらします。 詳細については、

詳細はこちら
AlarisWorld.com/go/i5000
お問い合わせ:
AlarisWorld.com/go/contactus
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