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スキャンした文書をすぐに複数の宛先に送信。eScan A150は7”ワイドIPSタッチスクリーンを装備したスタンド
アローンタイプのネットワーク接続ADFスキャナを使えばスキャンを行う作業をシンプル且つ効率よく行うことが
できます。操作はガイドに従ってパネルをタッチするだけ。スキャンされた文書はタッチスクリーンにサムネイル表
示され、調整も簡単に行えます。シンプルなユーザーインタフェース、直観的でビジュアルなレイアウト、Wi-Fiおよ
びイーサネット接続機能により、どのようなワークグループ環境でもスキャナを共有することができます。

v特徴:
• 大型7” LCDを装備したスタンドアローンADFスキャナ
• Wi-Fiおよびイーサネット接続に対応
• 文書のスキャンから送信までたったの3ステップ
• スキャンした画像はPC接続にしなくても保存が可能
• スキャンした画像はPC、USBフラッシュドライブ、ネットワークフォルダー(FTP)、
スマートホン、Eメール、各種クラウド ストレージサービス送信され保存
• 50枚まで対応可能なオートドキュメントフィーダー

 www.plustek.com

vバンドルソフトウエア

PC版Abbyy OCR Sprint 
紙ベースの文書、画像およびPDFファイルのデータを再
度テキスト入力や再構成をすることなく、最高レベルの正
確さでOCR（光学文字認識）処理することができます。
シンプルなユーザーインタフェースを備え、183言語まで
認識可能なツールがドキュメント作業の生産性および効
率を飛躍的に向上させます。

PC版Presto! PageManager 
文書のスキャン、管理、変換、保存、送信機能を結合。さらに
多数のファイル形式をサポートし、書類やイメージファイル
をPDFやMicrosoft Office形式のファイルに変換；プロの
文書処理技術とシンプルなインタフェースで、大量の文書
処理における煩雑な作業を簡素化できるドキュメント管理
ソフトです。また搭載のOCR（光学文字認識）機能を使え
ば、文書を検索可能なPDFに変換できます。

※ PC（Windows）にインストール可能です。

1.スキャン

SCANボタンを押して開始

（事前にスキャンの設定を行う必要があります。）

2. 表示

スキャン結果が表示されます。

必要な場合には編集ができます。

3. 保存

保存先を選択して、画像を保存します。

イメージセンサー CIS x 2
光源 LED
光学解像度 600 dpi
原稿搭載枚数 ( ADF ) 最大50 枚 (70 g/m², 18 Lbs)
 注: ADFにセット可能な枚数は紙の用紙により異なります。
スキャン速度 15 ppm/ 30 ipm (グレースケール, 200 dpi, A4)
 15 ppm/ 30 ipm (モノクロ, 200 dpi, A4)
 4 ppm/ 8 ipm (カラー, 200 dpi, A4)
読取り範囲 最大: 216 x 356 mm (8.5" x 14")
 最小: 13.2 x 13.2 mm (0.52" x 0.52")
読取り範囲 最大: 244 x 356 mm (9.6" x 14")
 最小: 50.8 x 50.8 mm (2" x 2")
原稿の厚さ 40 ~ 157 g/m² (12 ~ 40 Lbs)
一日の推奨処理枚数 1,500
ネットワーク機能(データの保存先) モバイル端末
 FTP (FTP/SFTP対応)
 USBメモリー
 PC
 Eメール
 クラウドサービス
接続コネクター USB 2.0 x 1, RJ45 (ネットワーク接続) x 1
重量 2.8 Kgs (6.17 Lbs)
外形寸法  318 x 170 x 189 mm (12.53" x 6.69" x 7.45")(幅 x 奥行 x 高さ)
操作パネル CPU: RK3188 Cortex A9クアッドコアGPU @ 1.6GHz 
 メモリー容量： DDR3 1GB
 ディスプレイ： 7" 1280x800ピクセル、IPS広視野マルチタッチスクリーン

製品仕様：
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スタンドアローン　ネットワーク接続ドキュメントスキャナ

eScan シリーズ

とてもシンプル！



ワークグループへのファックスをスマートに行う時代
ファックスの送信は数十年の歴史がありますが、Plustekはこれまでにない独創的な方法でファックスを
作り直すことにしました。以前はダイアル後に送信確認となるノイズ音を待っていました。昨今は、電子メ
ールを通してファックスを受け取ることができますがオールインワン・プリンタを使用する場合には送信プ
ロセスはまだ問題があるといえます。新しい技術を使った利きがリリースされることで、新しく何かを学ば
なければならないということは、新たな仕事でのストレスにつながる可能性があります。

小さくても力持ち

Plustek は全く新しい直感的なユーザーインタフェース(UI) を eScan A150のために開発、ファックス
の簡便さを各デバイスに応用することで、「ファックス送信」の新たな時代を創ります。

デバイスを電源が入ったらすぐにスキャンを開始できるよう
に機器を設計
操作に慣れる時間を最小化にするために直感的なページ・レ
イアウト
全く新しいタイプのユーザーインタフェース

文書を最速で転送する方法
eScan Clientアプリはスキャンした画像を直接ネットワーク上のPCおよびスマートホンに転送できます。

スマートホンアプリ

eScan Client ユーティリティ
eScan A150 はWi-Fi 、イーサネット機能を内蔵しています
のでスキャンされた画像は直接リモートのPC (Windows、
Mac)、スマートホン、iPhone、 iPad、Android端末にWi-Fi
ネットワーク接続経由で転送されます。
eScan Clientユーティリティによってデジタル化されPCに
送られた文書ファイルはバンド
ル の O C R ソフトウエア 
(Windows専用)により検索可
能PDFに変換することが可能
です。

スマートホンで利用できるアプリケーションによってこれらのファイルを共有できます。
スキャンした文書をスマートホンに保存して、簡単に持ち出しが可能です。
PCを介さずにファイルを保存できるので、常に重要なファイルを手元置くことができます。
オンラインでもオフラインでもスキャンされた画像をプレビューすることができます。
Plustek eScan Clientアプリを使ってファイル名の編集、ファイルの削除等の管理が可能です。
スマートホンで利用できるアプリケーションを使ってこれらのファイルを共有することができます。

ネットワーク接続（ワイヤレス、イ
ーサネット）によりどの宛先へも
送信が可能です。

大型LCDタッチスクリーンによ
り画像をプレビュー、調整が楽
にできます。

対応するクラウドにはDropbox
、Google Drive、Evernote、
Box、SharePoint、FTPが含ま
れます。

15ページ／分（両面モード：30
画像/分）のスキャン速度

ネットワーク接続（ワイヤレス、イ
ーサネット）によりどの宛先へも
送信が可能です。

Flash drive Clouds

PC
Mobile Mail

FTP

スタンドアローンのスキャナはど
のような大きさのワークグルー
プでもPCなしで使用することが
できます。

インストール、製品トレーニング
のために専門家の助けを借りる
必要はありません。

スキャンした画像をPC、USBドラ
イブ、ネットワークフォルダー、モバ
イル端末、Eメールアドレスまたは
各種クラウドサービスへ送ることが
できます。

50枚まで対応可能なオートドキ
ュメントフィーダー

スタンドアローンのスキャナはど
のような大きさのワークグルー
プでもPCなしで使用することが
できます。
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サムネイル表示             プレビュー & 回転            概要 & 管理

v特徴:


