


WindowsO/Mac OS ttOSに対応
ScanSnapを利用シーンに合わせて使い分けることができます。

主なW ndowstの 専用機能は以下のとおりです.詳 しくは機能比較一覧(14ベ ージ)を 参照ください

●カラー高圧縮 ●原稿を上向きにしてセットする●PDFファイルにバスワードを付ける

●Word/ExceP′ PowerPo nt・文書に変換 OMは oscf● OfF ce SharePdntr serverと の連携

0楽 =ライブラリとの連携 ●やきしく家計簿との連携 OPFUタ イムスタンプ対応

原稿を「ワンプッシュ」でPDFlヒ
カラー原稿や白黒原稿を混載しても、「Scan」 ボタンをワンプツシュするだけで

イメージデータに変換します。

A4原稿を10枚までセット可能
A4原稿を最高10枚・ まで一度にセットが可能です。下の原稿から給紙するため、

読み取り途中でも原稿の継ぎ足しが簡単にできます。一度に大量の原稿を読み

取る場合、非常に効率的です。

'設
定により10枚以上の継続読み取りもできます。

毎分8枚。16面の読み取り速度を実現
A4カラー両面原稿を毎分8枚・16面■で読み取ります。接続するパソコン (コ ン

ピュータ)のスペックや読み取り設定 (自 動化機能オン)に影響されることなく、

高速読み取りを実現します。

■「ノーマルJモード(カ ラー150dpめ てACアダブタ使用時.USBバスパワー駆動時は毎分4枚・8面 .

「ストレートパス」を採用

「自動給紙機構」を採用

リイックメニュー」で分かりやすい操作を実現
[SCan]ボ タンを押して原稿を読み取ると、「クイックメニュー」が表示されます。

あとは希望の動作を選択し、画面の指示に従うだけです。

複雑な操作を覚える必要がなく、簡単・確実に実行できます。

MI:=百三菱:正三三≡:::IIill

AC電源不要のUSBバスパワー駆動対応
コンピュータの∪SBボート に接

続すればAC電源のない外出先や

出張先でも気軽に使用できます。

IUSBバ スパワー駆動て使用する場合は、USB
ボートを2つ 備えたコンピュータが必要です.

活用の幅を広げる連携機能を搭載
読み取つたデータを素早く共有・活用できる連携機能を搭載

●「Microsoft0 0ffice」 連携 (Windows。 専用 )

読み取つた書類を「M crosoftO O「 ce」のWord/Excep/PowerPo ntO文 書に

変換できます。

●「Sharepoint0 0nilne(日 本語版 )」 連携 (Windows。 専用 )

ドキュメントの共有、閲覧管理を容易に行えるマイクロソフト社のサービスの

1つ「M crosofte sharePo ntO On neJと の連携を搭載。「M crosoft。 Off ce

SharePointO Server」連携 .|と合わせ、オフィスにある書類をScanSnapで電子

化し共有することで有効活用ができ、業務改善を強力に支援します。
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「Scan to M croson SharePo ntJを

インストールした場合のみ.
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「自動化機能」で簡単スキャニング
原稿の傾き補正、向き補正、カラー・グレー・白黒自動判別などの自動化機能を搭

載。読み取り前の作業 (原稿仕分け、読み取り設定の変更など)が必要ないため、

簡単に読み取りができます。 巨□

暉ンテリジェント機能」で作業の効率化を実現
書類のPDF化を強力に支援する「インテリジェント機能」を標準搭載。

巨 亜 亜 憂 蓋 亜 ]

メンテナンスキット「ScanAid」

日頃のお手入れに必要な消耗品や清掃用品をワンパッケージにした製品です。
●スキャナごとに消耗品・清掃用品をオールインワンパッケージ。
●清掃用に綿棒・クロスを同梱しているので、手間なくお得。
●お手入れ方法をまとめた「手引き」を同梱。
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ScanSnap S1300動 作環境 (Windows° )

ソフトウェア 名束Jフ ァイリンクOCR V31

ABBYYttneReaderforScanSnapTM41

パソコン

ソフトウェア

町Padノ iPhone」と簡単に連携 劇・ T

読み取つたイメージデータをWi― F経由で Pad/Phoneに保存できます。

外出先に持ち運んでいつでも活用できます。
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リラウドサ…ビス」と簡単に連携 劇」「
読み取つたイメージデータを各種クラウドサービスに保存できます。新たに

Salesforce Chatter,SugarSync連 携を追カロしました。

・整す習町厖ξ:獣ξl:墳fftI輩[基量とFダ
ウンロド
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名刺管理ソフトを標準添付(windowsOノ Mac OS用 )

「名束」ファイリングOCR」 (Wlndows。 )「CardM nder」 (Mac OS)を標準添付。

溜まつた名刺を上手に整理でき、必要な時はすぐに活用できます。

蝙 I蔓≡ 獲 亜 1∃

オプション

「ScanSnap s300ソフトケース」をご用意

ScanSnap S1300シ リーズを収納して、持ち運ぶ

用途にご使用ください。

F‐ S30SCS 2 980円 (税込 )

目 :甍≡憂 麺 三≡亜 ≡□

電子化したデータを管理・

閲覧するならこのモデル

動ヽ作に必要な各社のソフトウェアのサポート期間、サホートポリシーにより、動作環境は変更になる場合があります。
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ntd° Corett Duo 1 83GHz以 上lnter coreTM2 Duo 2 4GHz以 上を推奨)

Po、″erPC° G51 6GHz以上

512MB以 上 (lGB

解像度1024× 768ビクセル以上

ソフ トウエアのインス トールのため に450MB以上 の空 き容量 が必要

インストール時に必要

USB2 0//USBl l
ĺ v10 66以降を推奨 12v1058を 推奨 I(3v10411を 推奨 |=4 Mac OS専 用製品です. 15最 新の対応状況につきましてはScansnapホ ームベージをこ覧ください. ■16 nterブ ロセッサ搭載のMa(の みで動作します. =7 Mac OS Xv107を こ使用になる場合は、

最新のアップデートを適用してください.(V32L20以 降)ヽ13MacOSXv10ア をこ使用になる場合は、最新のアップデートを適用してください.(Vl lし 40以降)10推奨に満たないCPU、 メモリ容量やUSBl l環境の場合は、読み取り速度が低下します.=‐ lo DVDドライブを
装備したコンピュータをこ使用ください。

ACケ ーブル、ACアダプター、給電ケーブル、USBケーブル、Setup DVD― ROM、スタートアップガイド、楽2ライブラリノ`一ソナル (セ ットモデルのみ )

一
″

=こザ/豊ゴ″

楽2ライブラリパーソナルV5.0

セットモデル(Windows°専用)

○
'

nte° PenJum° 4 18GHz (ntd° CoreTM2 Duo 2 2GHz以 上を推奨)

512MB以上(lGB以上を推_t)

800× 600ピクセル

上記ソフトウェアのインストールのために2,130MB以上の空き容量が必要

(楽
2ラ イブラリセットモデルの場合は、2′ 500MB以上の空き容量が必要)

インストール時に必要

USB3 0//USB2 0//US31 1■‐3

,``M crosoft● W ndowsC専 用製品です. ■2最新の対応状況につきましてはScanSnapホームベージをこ覧ください. =3 Seiv ce Pack 2以 降を適用してからこ使用ください。W ndows● XP Profes● Onaま たはHome Ed“ on日本語版てこ使用いただ|ナ

ます  1 4 Serv ce Pack 4以 降を適用してからこ使用ください. ■5 W ndows● デスクトンプサーチ(wDS)は 、W ndows● 7、 W ndows V sta。 またはW ndowso XPに おいてこfl用 いただけま,AdobeC Aciobat。 の検索機台しを使うには、別途、Adobe●
Acrobat● 70以降が必要で,動作環境の詳細につきましては、アドビシステム社のホームページを参照してください。 16推奨に満たないCPU、 メモリ容量やUSBl l環境の場合は、読み取り速度が低下します。 ■7 DVDド ライブを装備したパソコンをご使
用ください. 13 USB3 0搭 載のパソコンでは、uSB2 0と して動作します。 ■ScanSnap S1300は 、PFUタイムスタンフと連携しておりま丸詳しくは、ScanSnapホームベージをこ覧ください.

ScanSnap S1300動作環境 (Mac oS) 十動作に必要な各社のソフトウェアのサポート期間、サポートポリシーにより、動作環境は変更になる場合があります

メモリ容量

コンピュータ

定期的な消耗品の交換をお勧めしま曳
末長くScanSnapを ご使用いただくため、消耗品は定期的な交換をお勧めしま丸

●交換周期

パッドユニット 1曇隧鶯鑑
‐ 読取枚数 使用期間

1万枚こと 1年こと

ビツクローラユニット・   驀

読取枚数 使用期間

10万枚こと 1年こと

1交換周期は、A4上質80g/m2用紙を使用した場合の目安であり、使用する用紙によつて交換周期が異なりま魂

Scan to l icrosoft SharePolnt 3 3 5

メモリ容量 :
32bt:lGB以 上 64bti2GB以上

ディスク容量

DVD ROMドライブ
ー‐i

CardMinder Vl l‐ =

Corem2 Duo 2 4GH2以 上を推奨

lntel° Corem Duo 1 83GHz以 上
Core刊 2 Duo 24GHz以上を推奨

デイスプレイ

DVD ROMドライブ
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レシート内容は鑽動で家計簿へ
たくさん買い物をして長くなつたレシートも、たくさん溜まったレシートもスキャナ
で読み取るだけでOK。 キーボード入力が苦手な人でもこれなら続けられます。

定麟飾な鐵菫難釉動スヵ
家賃や保険料など定期的な収支の項目を設定しておくと、自動で出金情報を入力。
支払い日や収支方法を設定することができます。

集計結果が一目瞭然
支出と収入の集計結果は、月別や日別で表示できます。また読み込んだレシートも
見ることができます。

やさしく家計簿 エントリー for ScanSnap動 作環境

対応機種

メモリ容量

デイスプレイ

レシート管理ソフトウェア(W ndows● 専用)

紙文書はScanSnapで
ワンプッシュ電子化

IS1300、 S1300楽 2ラ イブラリパーソナルセットモデルをこ購入のお客様は、
―ム、―ジよリダウンロードしていただく必要があります。

レシートを読み取り

中
| ´

上記OSが正常に動作する機種

512MB以上

解像度1024× 768ビクセル以上
ディスク容量

上記ソフトウェアのインストールのために約2GB以上の空き容量が必要
本製品は nternet Exp orer 6 0以 上、および、NET FramewOrk 2 0以 降が必要です.

W ndowst7のXPモ ー ドはIll作 保証外となります. ´ 動作に必要な各社のソフトウェアのサポート期間、サホートボリシーにより、動作環境は変更になる場合があります

1当 ソフトウェアはセットモデルのみに同梱しておりますて
■最新の機能をご利用いただくには、最新のアップデートプログラムを適用いただく必要がありま茂

書類データの管理′や閲覧を、コンピュータ上で行うためのソフトウェアで九 、データはPDFフ ァィルで管理されま丸

分鯛 やすく、優ひやすもヽ操作糧を実鴫
実際の書棚から紙のファイルを取り出して見るような感覚で、コンピュータ上で
直感的に、ページをめくったり、付箋紙を付けることができます。

情報の検索が機轟
「タイトル」や「付箋紙情報」などの検索条件を指定することで、膨大な量のバインダ
の中から目的のバインダを、効率よく検索できます。

組の爆讐スペースが不要
書類や原稿を読み取つて電子データにし、分類・管理できるため、膨大な量の紙や
フアイルを保管するスペースが不要になりま丸

スキャンヒたデー雑 ん パヽソコン翁にある他翁データ鼈―蠅鸞理でき蒻驚

就J♭―プMで構輻業種が電畿
ネットワーク上の共有フォルダにデータを配置して、複数人でデータを共有できます。

1孵畿d√ ‡P鶴oneゃ 1り,Pi:;FI:)ア ド撃…ビスと11!::艤 に達11∫1;口
劇・ 1・

「楽2ラ イブラリパーソナル」のデータをPDFファイルとして、クラウドサービス・ や
Pad/Phoneに 簡単に送ることができるため、データを有効活用できます。

1唇整?繋;=う|]塊墳iよ螢ξⅧ鳳る[t重]多;台「ξ『ξ:亀亀詈Or鼻:亀 u9a6yncとなります.

寧藁アルバ入1:書‡‡1苺‖::場 |:薔::鑢 日J■"
「楽2ラ イブラリパーソナル」上の写真バインダに写真や文書を取り込み■、アル
バムを作成できま丸
■最新の機能をご利用いただくには、最新のアップデートプログラムを適用する必要があります.=霧
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パラパラめくりでデータ
関覧や、多彩な編集機能

見た目も使い勝手もオフィスの「書棚」や「バインダJを再現。  取り込んだデータは紙と

屁羹肇霞彎轟整亀理爾
さまざまな
紙文書 同じ感覚で、パラバラめ

くりで閲覧できるほか、付

箋やマーカーもつけられ
扱えるデータ   ます。また、キーワー ド検
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レシートをスキャナで読み取り、記載されている品名や金額などを
文字認識することで家計簿を作成するソフトウェアです。

ドキュメントファイリングソフトウェア(w ndowsC専 用)

例えばこんな使い方も…

1.商談後の資料整理と
報告がすばやくできる。

2.仕様書やマニュアルの  3.雑誌や新間の
管理もラクラク。 スクラップも便利に。

4.オリジナル作品集

作りにも。

撮影した写真や子供が描いた
絵などを取り込めば、思い出に
残る作品集作りもラクラク。

晰

5.年賀はがきも

ラクラク整理・整頓・

貰つた年賀はがきをワンプッシュ
で電子化。差出人検索やお年玉
番号の当せん検索もラクラク。

||:1111111111111:::::1:|::II111111111111111

商談資料をスキャナで登録。付   大量の仕様書やマニュアルを   お気に入りの記事を楽2ライブ
箋やマーカーもつけられて メー   スキャナで電子化、取り込み。バ   ラリにスクラップ。まとめた記
ルもプリントアウトもラクラク。   インダの間覧・検索もラクラク。   事の検索もラクラク。
S1300楽 =ライブラリパーソナルセットモデルをご購入のお客様が、「年賀はかき機能Jをこ利用いただくには、当社ホームベージ掲載の最新アップデートプログラムを適用して頂く必要があります.

CPU

12動作環境

‐
1 8GHz以 上nteP PenJum° 4 nte° Penjum°  600MHz以上

メモリ容量 256MB以上(512MB以 上を推奨)

デイスプレイ
解像度800× 600ピクセル以上

ディスク容量 システムドライブ‖OMB以上の空き容量 インストール先ドライブ:370MB以上の空き容量体製品を不情して作成されるデータの容量を除く)

I M crosofio W ndows● 専用製品です。 イ2最新の対応状況につきましては楽'ラ イブラリシリーズホームベージをご覧ください. ■‐3 Serv ce Pack4以降を適用してからこ使用ください.


