Kodak ScanStation 730EX Plus Scanner

パワフルな機能で
多様なインテグレーションに対応

スキャナーに入れたものではなく
スキャナーからの情報をビジネスに取り込む
Kodak ScanStation730EX Plus Scanner
製品型番 (CAT) 1060094

A 4 分散 60
枚/分
重送検知
超音波式
1ヶ所

デュアル
LED

70 6,000
枚/分

推奨処理枚数

枚/日

ボイス
カラータッチ
ストレート プラスチック
スクリーン アタッチメント
カード対応
パス
機能

PCレス

ビジネスプロセスの最先端で情報を取得する
ことで、より価値のある情報をビジネスシス
テムにすばやく取り込むことができます。
Kodak ScanStation 730EX Plus スキャ
ナーは、強力な機能とインテグレーションに
より効果的なカスタマイズを可能とし、さま
ざまな場所でより多くの人々によるスキャン
を実現します。容易なネットワーク設定と堅
牢なリモート管理により、重要なビジネス
データを迅速かつシームレスに意思決定に反
映できます。

フラットベッド フラットベッド
自動
白紙削除 オプション オプション
A3
リーガル

セットアップ、
アクセス、
セキュリティをシンプルに
数々の高度な安全性、スマート、スピーディーな機能により、
Kodak ScanStation 730EX Plus は、今日の情報化ソリュー
ションの最適な選択となります。
• 強力なセキュリティ機能 - 管理レベルのパスワード保護、ア
ドホックなユーザーのアクセシビリティの維持
• マイクロソフト社のエコシステムへの統合が容易で、自動的
に最新のセキュリティ更新プログラムをインストール
• Windows 10 アプリケーションを簡単に移植して独自のカ
スタムスキャンキオスクを構築可能
• ファイル名称機能の改善により、コンテンツを効率的に分類、
整理、および検索可能に
• 内蔵バーコード読み取り機能により、データをアプリケー
ションに自動的に転送

ユーザーフレンドリな機能
スキャン作業に別の PC は不要、ミスを低減し、すぐに操作を
習得できます。
• 必要な機能にすばやくアクセスできる、明るく、操作しやす
いタッチスクリーン
• OCR エンジンを統合し、ユーザーはドキュメント検索可能
な PDF に変換し、スキャナーからワンタッチで設定済みの
宛先に配信
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1 明るく使いやすいタッチスクリーン

4 内蔵バーコード読み取り機能

2 スキャナーをネットワークに接続

5 ダウンタイムなくいつでも稼働できるように設計

3 給紙機能の改善

シンプルなリモート管理
複数の ScanStations をオフィス内のネットワークに接続する
ことで、個々のデバイスにアクセスする時間が減り、大切な
業務にもっと時間を割くことができます。
• 管理者向け運用管理機能から利用可能な機能をコント
ロール
• すべてのスキャナーを集中管理で設定、保守作業が可能

医療施設における米国での導入事例
病院では、ドキュメントは複数の拠点からワークフローへと
スキャンされます。これらの拠点にはスキャン作業専任のス
タッフがいないため管理されていませんが、これらの情報は
米国の HIPPA ガイドラインへの準拠が求められます。ドキュ
メントには適切なメタデータを含める必要があり、また検索
可能な状態でなければなりません。

抽象的な情報を
ダイナミックなデータに変換
ScanStation 730EX Plus は、ドキュメントに閉じ込められ
ていた情報を価値あるデジタルリソースに変換します。
• スキャナーをネットワークに接続し、データをビジネス
プロセスに容易にかつ迅速に取り込むことでコミュニ
ケーションを改善
• デジタルファイルを複数の宛先に同時に送信
• ペーパードキュメントの扱いを改善してプロセス合理化

投資を保護
投資を保護し、生産性をピークレベルに維持し、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
れるように、豊富なサービスおよびサポートをご提供します。
また、初期保証に加えて、Alaris のナレッジを活用して
Kodak ScanStation 730EX Plus がビジネスプロセスの将来
のニーズの変化に対応できるよう支援いたします。

さらに問題を複雑化するのは、検査結果やその他の状況や治
療記録を、メールを必要とする医師、ファックスを好む看護
ステーションの主任看護師など、さまざまな形式で複数の場
所に配信する必要があることです。
こうした課題を解決するために、複数の ScanStation 730EX
Plus スキャナーが設置されました。スキャン作業を簡素化し、
ユーザーはドキュメントをまとめてフィーダーに入れ、必要
なときは音声メモを添付ファイルとして追加してボタンを 1
つ押すだけです。患者の医療記録番号（MRN）や生年月日な
どのメタデータは、それぞれバーコードとゾーン OCR によっ
て追加されます。
検査結果、心電エコー図、およびさまざまなサイズのその他
の記録を迅速にスキャンして送信できます。必要なファイル形
式は簡単に指定でき、HIPAA ガイドラインに準拠し、ドキュ
メント転送時のセキュリティは保証され、すべての関係者が
希望する形式で書類を受け取れます。

Kodak ScanStation 730EX Plus Scanner
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

スキャンイメージのネットワーク共有、印刷、
メール送信のほか、
ファックスサーバー、
ポータブルUSBメモリ、KOFAX Front Oﬃce Server、FTP、
SFTP、FTPS（匿名、認証、
プロキシサポート）、Microsoft SharePoint（オンプレミス）へのスキャン出力

ネットワークプロトコル

TP、HTTP、WINS、TCP/IP、SMB、認証SMTP（ログイン、
プレーンテキスト、CRAM、NTLM）、DHCP（または静的IP）、
ネットワークドメイン認証

セキュリティ機能

デフォルトの更新機能を介したMicrosoftの最新のセキュリティ更新プログラムの自動的かつ継続的なインストール、秘密鍵を使用したPDF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有効化/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

リモート管理
(システム管理者のみ)

カスタムパスワードによるセキュアログイン、
スキャンステーション730EXプラス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容易な
分類、1つ、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、管理デバイスのログへのリモートア
クセスと管理（1台）、管理デバイスの再起動と電源オフ
（1台）

出力ファイル形式

サーチャブルPDF、単一および複数ページのTIFF、JPEG、PDF、PDF/A、Microsoft Word、Microsoft Excel、RTF、暗号化PDF、
JPEG圧縮TIFF、WAVオーディオファイル

コントロールパネル

24.6cm 1024 x 768タッチスクリーンLCD

オーディオ関連

内蔵マイクとスピーカーで、音声添付メッセージを録音・再生

スキャンテクノロジー

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）

出力解像度

100、150、200、240、300、400、600 dpi

イメージ処理機能

パンチ穴除去、
エッジ処理、縦縞フィルタ*3、
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、
カラードロップアウト*4

バーコード読み取り

Interleaved 2 of 5、Code 3 of 9、Code 128、Codabar、UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、PDF417

インデックス作成

バーコードおよびOCR情報に基づきリアルタイムのパスおよびファイル名作成に使用

読み取り速度＊1

白黒： 70枚/分（200dpiおよび300dpi） カラー：60枚/分（200 dpi）、40枚/分（300 dpi）

重送検知方式

超音波

フィーダ容量

最大 75 枚(80 g/m2 紙)

最大原稿サイズ

216 mm x 863 mm(解像度によって制限される場合があります)

最小原稿サイズ

50 mm x 63.5 mm 連続給紙時:75 mm x 125 mm

用紙の厚さ

413 g/m2

一日の推奨処理枚数

最大 6,000 枚まで

適合規格

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 Emissions（クラスB）、EN55024:2010 ITE Immunity（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

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 730EX Plus 本体、電源コード、
ユーザーズガイド、
セットアップ&マニュアルCD-ROM、
インストールガイド、
スキャナー管理ソフトウェア

スキャナー管理ソフトェア用
推奨 PC

Intel Core2 Duo 6600（2.4 GHz Duoプロセッサーまたは同等）、4 GB RAM、USB 2.0、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）搭載

オプション

ポータブルUSBドライブ、KODAKスキャンステーション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

消耗品

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

ID カードの場合 ： 最大 1.25 mm

環境要因

動作温度:10 〜 35 °
C、動作湿度: 10% 〜 85% RH、標高 2000 m 未満

光源

デュアル間接 LED

消費電力

稼働時 50W未満、ENERGY STAR/スリープ時 5.26W未満、
オフモード 0.3W未満

*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。

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

公式サイト ： https://www.kodakalaris.co.jp/business/
ソリューションサイト ： http://www.scan-at-work.com/
〒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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