
KODAK   i2900 SCANNER

小さくてもパワフル
あらゆる用途に対応

高い生産性を実現
コダックi2900スキャナーは、ブックエッジ型フラットベッドを搭載し、耐久性に優れた A4対応デスクトップロータリー スキャナー
です。250 枚積載可能なフィーダー /エレベータから、安定した高速スキャンを実現し、両面や力ラー原稿でも300dpiまで最大の
処理速度でスキャンが可能です。また、書類へのダメージを最小限に抑えるインテリジェント ドキュメント プロテクション、進化し
たコダックのパーフェクトページイメージ処理技術、ボタンを押すだけで簡単に電子化を可能にするスマートタッチ機能などにより、
コンパクトなボディで驚きの高性能を実現します。

イメージ品質をさらに向上
コダックのパーフェクトページイメージ処理技
術は、データ抽出時の画像品質を最適化する
だけでなく、高度なイメージ処理を実現します。
機能の強化により用途の幅も広がります。

運用環境を保護
コダック サービス＆サポートでは、スキャナー
本体とソフトウェアの動作を最適な状態に保ち
ます。コダックでは、お客様のビジネスにおけ
る効率性を最大限に高め、価値を引き出すこ
とを目的としたさまざまなサービスを多数取り
揃えています。

省スペースで大きな効果を実現
省スペースを実現しながら、優れた耐久性を
実現する堅牢な設計です。

高い生産性
250枚搭載可能なフィーダ /エレベータは、
サイズの異なる書類でも一度にスキャン。原
稿量に影響されることなく、効率良く処理しま
す。

フラットベッドで簡単にスキャン
ブックエッジ型A4フラットベッドを搭載してい
るので、あらゆるタイプの原稿をスキャンでき
ます。製本された原稿はもちろん、パスポー
トや書類フォルダ、デリケートな書類など、書
類を選びません。

長尺原稿に適した排紙方式
排紙経路を切替え可能にし、従来のロータリー
パス搬送スキャナーでは課題の多かった長尺
原稿や厚紙などのスキャンに最適です。

無駄な時間を省き、時間を有効活用
インテリジェント ドキュメント プロテクション
は、給紙中にトラブルが発生しても、書類へ
のダメージを最小限に抑えるので大切な書類
を保護します。

ボタンを押すだけの簡単操作
コダックのスマートタッチ機能は、使用頻度の
高いタスクの実行やスキャンイメージの共有が
ボタン一つで簡単に実現できます。
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〒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
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-1-43 KYUHO江坂ビル3F　TEL06-6105-5010 FAX06-6385-0528

インフォメーション マネジメント事業本部コダック アラリス ジャパン株式会社
https://www.kodakalaris.com/ja-jp/b2b

その他、記載の商品名、社名等は、各社商標または登録商標です。
※このカタログの記載内容は、2014年12月現在のものです。

Ⓒ2014 Kodak Alaris Inc. Kodak Alaris will be the Company’s trade name for its global business.
The Kodak trademark and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.

・Microsoft、Windows、SharePointは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における
 登録商標または商標です。
・ISISは、EMC Corporationの米国における登録商標です。
・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

●詳しい動作環境、仕様等は弊社担当者にお問い合わせください。
●仕様および外観は改良のため予告なく変更される場合があります。
●本書で使用されている図や表現方法は説明用のもので、実際のものと異なる場合があります。

安全にご使用いただくために
取扱説明書、説明員の指示に
従い正しくお使いください。

一日の推奨処理枚数 フィーダ ： 1日最大10,000枚
ブックエッジA4フラットベッド： 1日100枚

フラットベッド ブックエッジ型A4フラットベッド、A3フラットベッドを追加可能（オプション）

読み取り速度
(A4サイズ横向き、白黒/
グレースケール/カラー)

イメージセンサ（フィーダ） デュアルCCD
カラー48bit

オペレータコントロールパネル バックライト付きグラフィカル液晶ディスプレイ

光学解像度 600dpi

光源 デュアル LED

出力解像度 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200dpi

書類サイズ（幅） 自動フィード ： 63.5mm～215mm
手差し : 50mm～215mm

書類サイズ（幅） 自動フィード ： 63.5mm～863.6mm
手差し : 50mm～863.6mm（後部排紙時）
長尺原稿モード ： 最大4.1m

フィーダ容量 最大250枚（75g/m2 紙）

用紙の厚さ 34～413g/m2

用紙搬送オプション ロータリーパス または ストレートパスが選択可能
ストレートパス搬送選択時は、スキャナーの後部から排紙

原稿検知機能 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

インターフェース USB2.0 (USB3.0 対応PC互換）、USB3.0ケーブル付属

同梱ソフトウェア KODAK Capture Pro Software Limited Edition ＊1、Smart Touch

デバイスドライバ TWAIN、ISIS、WIAドライバ
（Linux SANE対応TWAINドライバはwww.kodak.com/go/scanonlinuxから入手可能）

出力ファイル形式 シングルページ/マルチページ TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、サーチャブルPDF

電圧、周波数 100～240V 50/60Hz

環境要因 Energy Star 認定スキャナー、温度15～35℃　湿度15～76%RH

消費電力 稼働時 75W未満、スリープ時 4.5W未満、オフモード 0.5W未満

騒音レベル 稼働時　60dB未満、スタンバイ時 30 dB未満

推奨PC CPU：Intel® Core 2 Duo、 2.66GHz/コア以上　メモリ：3GB以上

イメージ処理機能 パーフェクトページ、i-Thresholding、アダプティブ スレッショルド、自動傾き修正、自動クロッピング、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 ドロップアプト、デュアル ストリーム、カラー自動補正、自動明るさ調整、自動方向検出機能、自動カラー識別機能、
インテリジェント背景色スムージング、インテリジェントイメージエッジ処理、イメージ結合、白紙除去（データ容量/文字量基準）、縦縞フィルタ、
パンチ穴除去、シャープネスフィルタ、自動ブライトネス

保証 1年（代替機交換方式(AUR))

サポート OS Windows XP SP3（32bit および 64bit）、 Windows Vista SP2（32bit および 64bit）、Windows 7 SP1（32bit および 64bit）、
Windows 8（32bit および 64bit）、  Ubuntu 14.04 ＊2、MAC OSX 10.7、10.8、10.9 ＊2

適合規格 AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010 クラス B(C-ティックマーク)、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07(C-UL マーク)、Canada ICES-003 
第 5 版 (クラス B)、GB4943.1:2011、GB9254:2008(クラス B)、GB 17625.1:2003 Harmonics(CCC “S&E” マーク)、EN 55022:2010 
ITE Emissions(クラス B)、EN 61000-3-3 Flicker、EN 55024:2010 ITE Immunity(CEマーク)、EN 60950-1:2006 + A11、A12、A1(TUV 
GS マー ク)、IEC 60950-1、CISPR 22:2008(クラス B)、VCCI V3/2012.04(クラス B)、CNS 13438:2006(クラス B)、CNS 14336-1(BSMI 
マー ク)、UL 60950-1:07(UL マーク)、CFR 47 パート 15、サブパート B(FCC クラス B)、Argentina S-Mark

オプション A3サイズフラットベッド、 ドキュメントプリンタi2900/i3000、KODAK Capture Pro Software　グループＢ

外形寸法 重量 ： 15.8kg
奥行き（入力トレイを閉じた状態）：371mm　幅：431.8mm　高さ：237.5mm

消耗品 ローラクリーニングパッド、静電クリーニングクロス
フィーダ交換キット（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、フロントトランスポートローラ）

最大 60枚/分または 120イメージ/分（200dpi および 300dpi）
（読み取り速度は、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。）

 *1 簡単・軽快なスキャニングを提供するスキャニング専用 ソフトウェアの簡易版です。　*2 KODAK スマートタッチアプリケーションはこれらのオペレーティングシステムではサポートされていません。
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