ブックエッジスキャナ

FB6280E

サイズ
プロ仕様本格派ブックスキャン
搭載
プリセットの仕様でワンタッチスキャン
スキャン作業の管理効率を大幅に向上
製本された大判の原稿をそのままスキャン

 ブックエッジ構造の為、製本された原稿を
そのまま高速でスキャン。ADFオプション
で自動原稿フィードも可能
6秒 (A3 カラー A4）
 マルチクロップ機能で纏めてスキャンした
カード、名刺、写真、メモなどを自動で
個々の画像に切り取り
 ButtonManager2を搭載。9種類のスキャ
ン条件をボタンマネジャーに割り当て、管
理者がセットするだけで、作業者はボタン
ワンタッチだけで文書に合わせたスキャ
ン。均質な画質管理と、効率的な時間管理
 ボタンマネージャー組込の、120カ国語以
上認識のOCRエンジンで検索可能「サー
チブルPDF」をワンタッチで生成
 標準添付 TWAIN/ISISドライバー、
AVScan X、ButtonManager2の3種類の
スキャン専用ソフトウェアに PaperPort
SE14を標準添付。 文書と作業目的に応じ
たスキャンツールを選択して最適環境の作
業
 オプション提供も御相談 業務用途に最適
なアプリケーションを適宜提供します
 全機種に対しMac用ドライバーが供給可
能。 Mac専用版構成あり
 Linux SANE (Scanner Access Now
Easy)も提供可能。各種ディストリビュー
ションをサポート
 ユーザー需要にあわせたカスタム連携アプ
リの開発も提供しています

製本された大判の書類をそのままの状態でス
キャン
製本物のコピーをとる時に、綴じ目 のど）付
近がボケたり、黒くなったりします。また、厚
い本はコピー機のカバーが閉じられないので、
本の周りは黒く写ります。ページ全体をすっき
りときれいにコピーできたらと感じている方は
多いでしょう。でも、できないのであきらめて
いることが多いかも知れません。中には製本物
の背を切って自分の参考データに保存されてい
る自炊派の方が多いかも知れません。
はブックエッジ構造により本を製本さ
れたまま綴じ目までスキャンできます。
サイズを 秒（センサーバーの戻り時間を含
む）で高速スキャンでき、マルチクロップ機能
により複数のサイズの原稿を同時にスキャンし、
自動で切り抜き・傾き補正し、それぞれ個々の
ファイルとして保存できます。これにより少な
いスキャン回数でドキュメントを保存する事が
出来ます。
また、ADF のオプションを取りつける事で連続し
て書類をスキャンする事が出来ます。また、
ボタンマネジャー 、
X 、またはパッ
ケージに同梱されるアプリケーションソフト
ウェアの力で、両面・片面、カラー・グレイス
ケール・白黒 値・自動カラー検知等の選択と、
動的閾値・ハーフトーン・誤差拡散、カラード
ロップアウト、 ガンマ値補正 、等間隔自動ス
キャン、自動回転、偶数ページ回転等の画質補
正、保存先パス・ファイル名設定等の詳細が自
由自在に選択・設定ができます。

ボタンマネジャー からは、ボタンワンタッチ
で、指定フォルダーへの保存 、プリント、Ｅ
メー ル添 付 作成 が選 択 可能 。ま た 、ペイント
への直接の画像出力、社
や
内ネットワーク含めマイコンピュータ上でディス
クとして認知されるネットワーク上の任意のフォ
ルダーに転送保存ができるようプリセットされた
アプリケーションの番号を選び、スキャンボタン
を押すだけでスキャン出力が可能になります。９
つのプリセットボタンに、夫々よく使うスキャン
設定を登録するだけの簡単設定です。ドキュメン
ト資産の処理効率が格段にアップします。

またデジタルインクリードより提供する文書
管理ソリューションとの連携で、ブックス
キャンされた古文書や公文書、調書、自分の
参考のための製本資料のページ、ＡＤＦから
読まれる企業内の注文書、納品請求書、伝
票、郵送ラベル、商品券等々、膨大に増加す
る文書を効率的に保存・高速検索を可能にす
るための手段が提供されています。

現在まで公官庁や自治体、大企業など様々な
箇所で使用されております。
特に電子化サービスを提供する専門業者など
過酷な使用条件が求められるような場所で
も、安定的に稼働できると高評価を受けてお
ります。
また、JIIMA等認定資格をもったスタッフ
が様々なご相談に応じます。
ブックエッジスキャナのことならお気軽にお
問い合わせください。

標準モデル同梱品
FB6280Eには機能性に 富んだTWAIN /
ISISドライバーが付属し ます。また、ボタ
ンマネジャー2、AVScan X 、ScanSoft
PaperPort SE14が標 準で付属します。
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オプション有り）
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入力

枚

簡単ワンタッチで
を生成
インターネット上のデータ送付と管理作業をより簡
単で効率的な作業に変えます

サイズ）

ビット

検索可能
で効率化される文書管理
長年に亘り、
ファイルは、インターネットを介
して交換するデジタル文書のファイル形式として、
最も一般的に広く使われる形式になりました。特
に、金融サービス、政府官庁、製造業界で、日々膨
大な紙ベースの情報をデジタル化して保存する需要
があります。
検索可能PDF 形式でデジタル化することにより、
キャビネットに蓄積している大量の紙文書でも、
キーワードの検索でわずか数秒の内に目的の文書を
検索できます。
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日

光学的解像度
光源
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最大原稿サイズ
用紙の厚さ

搭載容量
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49~ 120 g/m² ( 13 to 32
ポンド用紙で最高

接続インターフェース

および

ファイル圧縮
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消費電力
寸法
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インチ）

ポンド

枚まで

同梱のケーブルのみ

インターフェースサポート
出力ファイル形式

インチ

ドライバ

ドライバー
を使用すると豊富な機能性をもつ
ドライバーのもつ全機能を簡単に操作する
ことができます。

同梱

マルチページ

インチ

ポンド

インチ

世界のベストセラー、ドキュメント整理とシェアリ
ングのための手軽な管理ツール。
は積み重なったドキュメントや写真を
整理し、探し出し、使ったりシェアするための最も
簡単な手段を提供します。 紙の文書を探すのに時
間をかけることはもう必要なくなります。 写真も
整理したり、編集したり、人にシェアする際の、今
までのようなフラストレーションがなくなります。
を使うと、スキャナと を接続して
や
画像を整理することが、机の上で紙の文書
を整理しているのと同じくらい簡単に実行できま
す。家庭や小規模のオフィスには最適のソリュー
ションです。

インチ ）

最低システム要件
４ 以上
Windows®

Vista /

/ 10

ドライブ
ポート

同梱物

・スキャナ本体 ・電源アダプター・
ケーブル ・クイックガイド
・
（以下の標準添付アプリケーションを含む）
・標準添付ソフト： ドライバー

・

X

X
Xでは数々の画像の拡張処理機能により自
由にスキャンされた画像を加工することが可能にな
ります。
オプションのフットペダルと連携させることで両手
で本を抑えながらスキャンすることでより効率的に
作業を行えます。

（注）本文記載の商品名は、それぞれ各社の登録商標です。

株式会社デジタルインクリード

〒 6
5 東京都新宿区余丁町7-1 発明学会ビル F
メール：info digitalincread.com
営業時間 10:00~19:00(平日)

お問い合せ先

ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー株式会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-10-1 有楽町ビル 4 階
TEL 03-3287-1170 FAX 03-3287-1171
URL: www.ubtc.jp sales@ubtc.jp

