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コダック アラリス ジャパン株式会社 

NTT データ社が提供する「NaNaTsu(R)」向け 

スキャナーパッケージの提供開始 

地⽅公共団体での事務処理の更なる効率化を図ります 

コダック アラリス ジャパン株式会社(本社︓東京都千代⽥区、代表取締役社⻑︓酒匂 

潔、以下 コダック アラリス)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下 NTT デー 

タ社)が提供する「NaNaTsu(R)」向けスキャナーパッケージを 2022 年 2⽉1⽇より提 

供開始いたします。 

1. 提供の背景 

地⽅公共団体の業務においては数多くの紙資料を⽤いた事務処理があります。NTT デ 

ータ社では「NaNaTsu(R) AI-OCR with DX Suite」および「スマート⾃治体プラット 

フォーム NaNaTsu(R)」を提供することで、事務処理の効率化に寄与しています。 

コダック アラリスは、これらの「NaNaTsu(R)」を利⽤される業務において、紙の書 

類を効率よく⾼品質でデータ容量の少ないイメージ情報として取り込むことで、更な 

る事務処理の運⽤効率の向上を⽬指す為に、コダックスキャナーと「NaNaTsu(R)」 

に最適化した設定アプリを組み合わせたパッケージの提供を開始します。 

2. 「NaNaTsu(R)」向けスキャナーパッケージについて 

NTT データ社が提供する「NaNaTsu(R)」の推奨仕様に準拠したコダックスキャナー 

と、「NaNaTsu(R)」向けの設定が簡単に作成できる「簡単設定アプリ」を組み合わ 

せた基本パッケージ(2022 年 2⽉1⽇提供開始)と、基本パッケージに「NaNaTsu(R)」 

でスキャナーを活⽤する際の基礎知識や質問箱などのポータルサイトへの情報提供等 

のサポートを組み合わせたフルサポートパッケージ(2022 年秋提供開始予定)の 2 つの 

パッケージをご提供します。 
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3. パッケージ仕様 

<3-1.基本パッケージ> 

•A4 対応 

製品型番(CAT)   ︓1015114-NS 

製品名称     ︓Kodak S2060w-NS Scanner 

スキャナー機能概要︓A4 ストレートパスタイプ 

          読み取り速度︓60 枚／分 

          フィーダー容量︓80 枚 

          3 インターフェース(USB、Wi-Fi、有線 LAN) 

製品型番(CAT)   ︓8001703-NS 

製品名称     ︓Kodak S2085f-NS Scanner 

スキャナー機能概要︓A4 フラットベット内蔵ロータリータイプ 

          読み取り速度︓85 枚／分 

          フィーダー容量︓300 枚 

          2 インターフェース(USB、有線 LAN) 

 

基本パッケージ(※2022 年 2⽉1⽇提供開始) 

フルサポートパッケージ(※2022 年秋頃提供開始予定) 

CPS︓キャプチャプロソフトウェア(スキャナー制御⽤アプリケーション) 



•A3 対応 

製品型番(CAT)   ︓8001745-NS 

製品名称     ︓Kodak S3060f-NS Scanner 

スキャナー機能概要︓A3 フラットベット内蔵ロータリータイプ 

          読み取り速度︓60 枚／分 

          フィーダー容量︓300 枚 

          2 インターフェース(USB、有線 LAN) 

製品型番(CAT)   ︓8001851-NS 

製品名称     ︓Kodak S3100f-NS Scanner 

スキャナー機能概要︓A3 フラットベット内蔵ロータリータイプ 

          読み取り速度︓100 枚／分 

          フィーダー容量︓300 枚

          2 インターフェース(USB、有線 LAN) 

<3-2.フルサポートパッケージ> 

•A4 対応 

製品型番(CAT)   ︓未定 

製品名称     ︓Kodak S2060w-NF Scanner 

スキャナー機能概要︓A4 ストレートパスタイプ 

          読み取り速度︓60 枚／分 

          フィーダー容量︓80 枚 

          3 インターフェース(USB、Wi-Fi、有線 LAN) 

製品型番(CAT)   ︓未定 

製品名称     ︓Kodak S2085f-NF Scanner 

スキャナー機能概要︓A4 フラットベット内蔵ロータリータイプ 

          読み取り速度︓85 枚/分 

          フィーダー容量︓300 枚 

          2 インターフェース(USB、有線 LAN) 

 

 



•A3 対応 

製品型番(CAT)   ︓未定 

製品名称     ︓Kodak S3060f-NF Scanner 

スキャナー機能概要︓A3 フラットベット内蔵ロータリータイプ 

          読み取り速度︓60 枚／分 

          フィーダー容量︓300 枚 

          2 インターフェース(USB、有線 LAN) 

製品型番(CAT)   ︓未定 

製品名称     ︓Kodak S3100f-NF Scanner 

スキャナー機能概要︓A3 フラットベット内蔵ロータリータイプ 

          読み取り速度︓100 枚／分 

          フィーダー容量︓300 枚 

          2 インターフェース(USB、有線 LAN) 

 

 4. 提供開始時期 

提供開始⽇︓2022 年年 2⽉1⽇(⽕)より 

提供元  ︓コダック アラリス ジャパン株式会社 

※ここで紹介するパッケージは⽇本国内のみでの販売、サポートとなります。 

※パッケージ、サポート内容については予告なく変更されることがあります。 

 

5. コダックスキャナーについて 

コダックスキャナーは、紙の書類からデータを⽣成するという重要なプロセスに対し、

読み取り精度を⾼めビジネスプロセスを中断させることなく、取得した⾼品質イメージ

を安全性の⾼い技術でプロセスサーバーへ転送することで、OCR や RPA を活⽤したソ

リューションを安全に効率良く運⽤することを可能にします。 

 

・独⾃の画像処理技術「パーフェクトページ」と画像処理専⽤プロセッサの搭載 

コダックアラリスの画像処理技術「パーフェクトページ」は書類を取り込む際にデータ

の正確性と容量を同時に最適化できます。また、スキャナー本体搭載の画像処理専⽤プ

ロセッサで「パーフェクトページ」を実⾏することでスキャナー制御 PC の負荷を軽減

します。 



 

世界的な第三者製品評価機関 Buyers Lab International によるテストでは、以下の評

価を得ています。 

(1) 20％ OCR 読取精度向上(他社⽐) 

(2) 50％ ファイルサイズ縮⼩(他社⽐) 

(3) 71％ ネットワークへのアップロード時間短縮 

・セキュアブートソリューションによりデータの安全性を確保 

スキャンしたデータをネットワークで介するような場合には、セキュリティの確保が重

要な課題です。業界標準のエンタープライズセキュリティプロトコルをサポートし、転

送先のファームウェア認証を⾏い、認証が確認できた場合にのみ転送することで、取り

込まれたイメージに含まれる重要なデータを安全にプロセスサーバーに転送します。(※

対象︓S2085f、S3060f、S3100f)  

 

6. 「NaNaTsu(R)」について 

NTT データ社が全国⾃治体向けに RPA や AI-OCR を共同利⽤型で提供するサービスと

なります。 

 

・「NaNaTsu(R) AI-OCR with DX Suite」 

LGWAN-ASP を利⽤し、LGWAN に接続されたデータセンター内の DX Suite を利⽤す

る、LGWAN 完結型サービスで、LGWAN-ASP を利⽤可能な地⽅公共団体向けのサービ

スです。 

 

・「スマート⾃治体プラットフォーム NaNaTsu(R)」 

RPA「WinActor」と、⾃治体向け AI-OCR サービス「NaNaTsu(R) AI-OCR with 

DXSuite」、⾃治体向けサポートを組み合わせて提供するサービスです。 

従来は⾃治体ごとに必要だった RPA や AI-OCR の環境構築が不要となり、「誰でも簡

単・安⼼・安全に RPA や AI を使える」を実現するプラットフォームです。 

 

7. 関連リンク 

コダック アラリス ソリューションサイト 

https://www.scan-at-work.com/ 

Kodak S3060f スキャナー 

https://www.alarisworld.com/ja-jp/solutions/document-scanners/departmenta 

https://www.scan-at-work.com/
https://www.alarisworld.com/ja-jp/solutions/document-scanners/departmental/s3060f-scanner


l/s3060f-scanner 

Kodak S3100f スキャナー 

https://www.alarisworld.com/ja-jp/solutions/document-scanners/departmenta 

l/s3100f-scanner 

Kodak S2085f スキャナー 

https://www.alarisworld.com/ja-jp/solutions/document-scanners/desktop/s20 

85f-scanner 

Kodak S2060w スキャナー 

https://www.alarisworld.com/ja-jp/solutions/document-scanners/desktop/s20 

60w-scanner 

 

スマート⾃治体プラットフォーム NaNaTsu(R) 

https://cobotpia.com/nanatsu/  

■コダック アラリス ジャパン株式会社について 

コダック アラリスは、ビジネスプロセスを簡素化する情報キャプチャソリューション 

の先進的なプロバイダーです。弊社は、数⼗年のイメージサイエンスの⾰新がもたら 

した、スマートで接続されたソリューションを提供し、情報を理解するための⽀援を 

世界的に⾏っています。弊社の受賞歴を誇るスキャナー、ソフトウェア、サービス 

は、弊社のチャネルパートナーネットワークを通じて世界各地で販売されています。 

詳細については、 https://www.alarisworld.com/ にアクセスしてください。 

コダック アラリス ジャパン株式会社︓ https://www.kodakalaris.co.jp/

https://www.alarisworld.com/ja-jp/solutions/document-scanners/departmental/s3100f-scanner
https://www.alarisworld.com/ja-jp/solutions/document-scanners/desktop/s2085f-scanner
https://www.alarisworld.com/ja-jp/solutions/document-scanners/desktop/s2060w-scanner
https://cobotpia.com/nanatsu/
https://www.alarisworld.com/
https://www.kodakalaris.co.jp/

