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モバイルスキャナシリーズ

提案書
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スマートフォン・タブレットの普及により電子書籍化が広がるスマートフォン・タブレットの普及により電子書籍化が広がるスマートフォン・タブレットの普及により電子書籍化が広がるスマートフォン・タブレットの普及により電子書籍化が広がる

BCNランキング2012年10月号BCNランキング2012年3月号

対前年比181％の伸び

対前年比176％の伸び
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スキャナとはスキャナとはスキャナとはスキャナとは

　一般的にスキャナ　一般的にスキャナ　一般的にスキャナ　一般的にスキャナ（scanner）とは、走査（スキャニング）と呼ばれる動

作を行い、センサーを通して情報をビット単位に読み取る機械装置を言

う。走査走査走査走査（そうさ）・スキャンスキャンスキャンスキャン（scan）とは、対象を探針や電子線のような点

状（あるいは直線状）のものでなぞって対象物の線（面）の情報を得るこ

と。

◆スキャナの種類◆◆スキャナの種類◆◆スキャナの種類◆◆スキャナの種類◆

大きく分けて２つに分類されます。大きく分けて２つに分類されます。大きく分けて２つに分類されます。大きく分けて２つに分類されます。CCD方式・方式・方式・方式・CIS（（（（CMOS））））方式方式方式方式

CIS（（（（CMOS））））方式　：平面のみスキャン出来る。方式　：平面のみスキャン出来る。方式　：平面のみスキャン出来る。方式　：平面のみスキャン出来る。

CCD方式　：奥行きがある物もスキャン出来る。方式　：奥行きがある物もスキャン出来る。方式　：奥行きがある物もスキャン出来る。方式　：奥行きがある物もスキャン出来る。

自炊（電子書籍）とは自炊（電子書籍）とは自炊（電子書籍）とは自炊（電子書籍）とは

データを　自ら吸い込む　こと　→　「自炊」「自炊」「自炊」「自炊」と呼ばれるようになった。

自ら所有する書籍や雑誌を イメージスキャナ等を使ってデジタルデータ

に変換する行為を指す俗語。IT業界のみの表現が多い。
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CCD方式とは方式とは方式とは方式とは

　ＣＣＤとは、「電荷結合素子（Charge Coupled Devices）」の頭文字を取っ

た略称です。光の強さを電気信号に変えるフォトダイオードを並べたもの

です。

メリットメリットメリットメリット：奥行きのある原稿でもピントが合いやすい。そのため原稿がスキャ

ナガラスに密着していなくてもスキャニングができる。また透過原稿ユニッ

ト等のオプションを付けることでフィルムスキャンもできる。高画質が得や

すい。高速スキャニングが可能。

デメリットデメリットデメリットデメリット：スキャニングセンサーのユニットが複雑で大きく、筐体（きょうた

い＝スキャナ本体部分）が厚くなる。価格が高い。
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CIS（（（（CMOS））））方式とは方式とは方式とは方式とは

　ＣＩＳとは、Contact Image Sensorの頭文字を取った略称です。

「相補性金属酸化膜半導体」を使用した光電変換素子を使用した方法で

す。その素子はＣＭＯＳ(complementary MOS)センサーと呼ばれています。

メリットメリットメリットメリット：筐体（スキャナ本体）の厚みを薄く作れる。構造が簡単な為、

価格が安い。

デメリットデメリットデメリットデメリット：原稿がスキャナガラスに密着していない場合、ピント調節が甘

く画像がボケてしまう。比較的スキャニングスピードが遅い。

透過原稿に対応していない為、フィルムのスキャニングができない。
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スキャナ　機種の種類スキャナ　機種の種類スキャナ　機種の種類スキャナ　機種の種類

フラットベッドスキャナフラットベッドスキャナフラットベッドスキャナフラットベッドスキャナ

原稿を原稿台に固定して、スライドしてスキャンする。

シートフィードスキャナ／シートフィードスキャナ／シートフィードスキャナ／シートフィードスキャナ／ADFスキャナ／ドキュメントスキャナスキャナ／ドキュメントスキャナスキャナ／ドキュメントスキャナスキャナ／ドキュメントスキャナ

原稿を固定しておき、自動原稿送り装置（Auto Document Feeder-ADF）で

原稿を移動させる。複数の原稿の読み取り時に特化した商品。

ハンディスキャナハンディスキャナハンディスキャナハンディスキャナ

撮像素子を本体に組み込んだもので、片手で持つことができる。

携帯に優れている。基本的には、一定方向に真っ直ぐ原稿を

なぞってスキャンする。

フィルムスキャナフィルムスキャナフィルムスキャナフィルムスキャナ

写真用フィルムの読み取りに特化したスキャナ。フィルムを

通った透過光を読み取って画像として処理する。

スタンドスキャナスタンドスキャナスタンドスキャナスタンドスキャナ

電気スタンドのような形で、分厚い本や古い書物のスキャンに

特化した商品。スキャン速度も非常に速いのも特徴。
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３３３３R開発の歴史①開発の歴史①開発の歴史①開発の歴史①
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３３３３R開発の歴史②開発の歴史②開発の歴史②開発の歴史②

2012年9月発売

2012年9月発売
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ブランド意図とは（ブランド意図とは（ブランド意図とは（ブランド意図とは（Anyty））））

　弊社スリー・アールシステム株式会社は、中国ことわざの『３本の川が　　

一つになれば大河となり大きな力を発揮する』という所から、会社名を　　　　

３（Three）川（River）から『３『３『３『３RRRR』』』』としています。

会社の３という数字を元に、３つの要素を持った商品をブランドコンセプト

とし製品化をしております。

◆◆◆◆AnytimeAnytimeAnytimeAnytime（（（（いつでも）いつでも）いつでも）いつでも）

小型、軽量、完全モバイル性（スタンドアロン式）の製品を作ることいつでも

使うことが出来ます。

◆◆◆◆AnywhereAnywhereAnywhereAnywhere（（（（どこでも）どこでも）どこでも）どこでも）

小型、軽量、完全モバイル性により場所を取らずどこでも効率良く商品を使

用する事が出来ます。

◆◆◆◆AnyoneAnyoneAnyoneAnyone（（（（誰でも）誰でも）誰でも）誰でも）

誰でも使えるように操作が簡単かつ分かりやすい商品作りをしております。
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自炊（電子書籍）ブームにより新しい使い方の普及自炊（電子書籍）ブームにより新しい使い方の普及自炊（電子書籍）ブームにより新しい使い方の普及自炊（電子書籍）ブームにより新しい使い方の普及

　アップル社の製品を始めとするタブレット機器が普及し出し、誰でも手軽

に電子書籍を楽しめるようになりました。

また電子書籍だけでなく、ビジネスでもタブレット機器を利用するケースも

増え、データ化に特化したスキャナのニーズも高まっています。

電子書籍 注文・見積り対応

プライベートだけでなく　ビジネスにもプライベートだけでなく　ビジネスにもプライベートだけでなく　ビジネスにもプライベートだけでなく　ビジネスにも
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新製品　新製品　新製品　新製品　WIFIハンディスキャナー　ハンディスキャナー　ハンディスキャナー　ハンディスキャナー　3R-HSAP800WIFI

商品名：商品名：商品名：商品名：WIFIWIFIWIFIWIFIハンディスキャナハンディスキャナハンディスキャナハンディスキャナ

型式：３R-HSAP800WIFI

JAN：4528141014619

定価：OPEN

想定売価：１９，８００円

商品説明商品説明商品説明商品説明

本機内にWIFIモードを搭載した

次世代ハンディスキャナー。

解像度も最大900dpiと業界トップクラ

スの性能。カラーモノクロ変換可能。

選べる保存形式（JPG⇔PDF）

乾電池駆動で操作もスライドだけの

簡単操作。

横ブレ対策の底面にローラー完備

エラーランプ搭載で安心スキャン。

付属品付属品付属品付属品

本体・ｿﾌﾄｹｰｽ・ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ

説明書・USBｹｰﾌﾞﾙ・MicroSDｶｰﾄﾞ

ﾃｽﾄ用単3電池×2・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｸﾛｽ
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３３３３R　　　　Anytyシリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ①シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ①シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ①シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ①

　

　持ち運びが出来てどこでも使えるというのが最大のポイントです。場所

を取らず外出先でも使用することが出来ます。

　外出先での必要な情報は、その場でスキャンしてメールメールメールメールにて本部へ送

信する。受信したPDFデータは確認して、そのまま保存。

情報の伝達スピードのアップと、細かい情報伝達ミスを軽減情報の伝達スピードのアップと、細かい情報伝達ミスを軽減情報の伝達スピードのアップと、細かい情報伝達ミスを軽減情報の伝達スピードのアップと、細かい情報伝達ミスを軽減します。

また、データにて共有することで業務の透明化・作業効率透明化・作業効率透明化・作業効率透明化・作業効率が上がります。

警察での利用方法　『携帯警察での利用方法　『携帯警察での利用方法　『携帯警察での利用方法　『携帯FAXに』　（免許証・証明書・現場のデータ化）に』　（免許証・証明書・現場のデータ化）に』　（免許証・証明書・現場のデータ化）に』　（免許証・証明書・現場のデータ化）
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３３３３R　　　　Anytyシリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ②シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ②シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ②シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ②

　
　　　営業営業営業営業((((外回り外回り外回り外回り))))ご担当者様の強い味方ご担当者様の強い味方ご担当者様の強い味方ご担当者様の強い味方

　社外での商談や面談で発生する契約書や個人情報・手書きの商談メ

モ等書類全般も全てシンプルにスキャン。カメラ等に違い歪曲収差やピ

ントのずれ等も無くスムーズに業務が行なえます。

保険会社・金融会社での利用方法（契約書・保険証券のデータ化）保険会社・金融会社での利用方法（契約書・保険証券のデータ化）保険会社・金融会社での利用方法（契約書・保険証券のデータ化）保険会社・金融会社での利用方法（契約書・保険証券のデータ化）

運送会社での利用方法（送り状・ダンボールの印字の確認）運送会社での利用方法（送り状・ダンボールの印字の確認）運送会社での利用方法（送り状・ダンボールの印字の確認）運送会社での利用方法（送り状・ダンボールの印字の確認）

　　集荷した荷物の側面や上部も送り状シールを剥がさずその場でスキャ

ンすることが出来ます。カメラと違いPDF化出来るのも活用。
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３３３３R　　　　Anytyシリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ③シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ③シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ③シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ③

　

　　テスト前にはコピー機が長蛇の列が出来るそうです。コピー機代わり

に利用する。また参考文献を一回一回コピー機まで持っていってコピー・

スキャンするのではなく、その場でPDFで保存。作業効率の向上に

学校での利用方法（友人のノートのコピー・参考文献のデータ化）学校での利用方法（友人のノートのコピー・参考文献のデータ化）学校での利用方法（友人のノートのコピー・参考文献のデータ化）学校での利用方法（友人のノートのコピー・参考文献のデータ化）

税理士での利用方法（帳簿・証明書・領収書・名刺のデータ化に）税理士での利用方法（帳簿・証明書・領収書・名刺のデータ化に）税理士での利用方法（帳簿・証明書・領収書・名刺のデータ化に）税理士での利用方法（帳簿・証明書・領収書・名刺のデータ化に）

　　税理士さんは立ち入りでの調査もあるため、訪問先企業でコピー機を

貸していただけないことがあるそうです。コピー機代わりに利用すること

により業務効率が向上します。
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３３３３R　　　　Anytyシリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ④シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ④シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ④シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ④

　

他　職種別利用方法他　職種別利用方法他　職種別利用方法他　職種別利用方法

　　設計事務所・建築関連

　　設計図面、CAD図面のスキャン

　　

　　各種代理店（広告関連・旅行関連・保険関連）

　　チラシ、ポスター、契約書などのスキャン

　　 銀行・不動産関連（銀行・消費者金融・クレジット会社）

　　明細書、住民票、契約書・建物図面などのスキャン

　　 デザイン会社

　　ポスター、チラシ、デザイン図面などのスキャン

　　病院・美容

　　カルテやお客様情報をスキャン
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３３３３R　　　　Anytyシリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ⑤シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ⑤シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ⑤シリーズの提案点　ハンディ・シートフィードスキャナ⑤

　

他　応用編他　応用編他　応用編他　応用編

　　●外出先でメモ代わりにスキャン 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　持ち帰れない取引先の書類（契約書、各種証明書など） 　　　　　　

　　　　市場調査でのアンケート用紙・会議、説明会、セミナー　　　　　　　　

　　　　での配布物以外の必要書類

　　●ご家庭での使用

　　　　フリーペーパーや情報誌・新聞などをスキャン

　　　　お子様の書道作品や絵画のデジタル保存

　　　　地図や手書きメモ・名刺や契約書の管理

　　●据え置き型のスキャナでは出来ないスキャン

　　　　サイズの大きいデータのスキャン（図面・デッサン）

　　　　壁面のデータ（時刻表・地図・ポスター）

　　　　立体物の側面（ダンボール・化粧箱）
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スキャン精度（スキャン精度（スキャン精度（スキャン精度（一度紙に印刷してスキャンしております。画像が見えづらいかもしれませんが一度紙に印刷してスキャンしております。画像が見えづらいかもしれませんが一度紙に印刷してスキャンしております。画像が見えづらいかもしれませんが一度紙に印刷してスキャンしております。画像が見えづらいかもしれませんが

ご了承下さい。ご了承下さい。ご了承下さい。ご了承下さい。））））

　

原本 カラー　900dpi モノクロ　300dpi

モノクロ　300dpi カラー　600dpi
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ハンディスキャナー　操作方法ハンディスキャナー　操作方法ハンディスキャナー　操作方法ハンディスキャナー　操作方法

・操作は簡単で、本体のWIFIボタンを

【ON】にするだけでタブレットやスマホ

で認識することが出来ます。

『パスワード『パスワード『パスワード『パスワード123456789123456789123456789123456789入力』入力』入力』入力』

・データ読み込みの際は、ブラウザ上

でIPアドレス『『『『192.168.1.2192.168.1.2192.168.1.2192.168.1.2』』』』を入力する
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各種　用語説明各種　用語説明各種　用語説明各種　用語説明

WIFIWIFIWIFIWIFIとは、離れた距離でデータを送受信するために高周波無線信号を使用

するローカル・エリア・ネットワーク（LAN）のことです。

LANLANLANLANとは、ある同じ建物やフロアなど、比較的狭い、限定された領域内にお

いて、特定のユーザのために、その領域の管理者の責任で設置された通信

ネットワーク設備のことです。

IPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレスとは、インターネットや LAN などのIPネットワークに接続されたコ

ンピュータなどに割り振られる識別番号のことです。IPアドレスはIPネットワー

ク上の住所または電話番号のようなイメージ。

ブラウザブラウザブラウザブラウザとは、『情報をまとまった形で閲覧するためのソフトウェア全般』のこ

とを指す。インターネットエクスプローラー・グーグルクローム等
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カメラとの違いカメラとの違いカメラとの違いカメラとの違い

　

　　　◆A4サイズの被写体に本体自体が焦点を合わせるので、

　　　　色ムラが少ない。

　　　◆カメラ特有の歪曲収差が無い

　　　◆等倍にしたときの画質が綺麗

　　　 ◆接写のため被写体までの距離が一定

　　　◆全体を等倍で撮影する為データの細部や質感、

　　　　データの端まで見えやすい。

　　　◆PDFデータ化がその場で出来る

歪曲収差
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新製品　新製品　新製品　新製品　500万画素万画素万画素万画素A3対応スタンドスキャナー　対応スタンドスキャナー　対応スタンドスキャナー　対応スタンドスキャナー　3R-SSA600

商品名：商品名：商品名：商品名： 500万画素万画素万画素万画素A3対応スタンド対応スタンド対応スタンド対応スタンド

スキャナースキャナースキャナースキャナー

型式：３R-SSA600

JAN：4528141014725

定価：OPEN

想定売価：３９，８００円

商品説明商品説明商品説明商品説明

上からカメラのようにスキャニングす

る新しい発想のスキャナー。A３サイ

ズまで対応し、画素数は500万画素。

付属のソフトを使用することでPDF

変換、OCR変換も可能。

光りの照度調整タッチパネル搭載で

照度も６段階で調整が可能です。

折りたたみ式で持ち運びもスムーズ

に行なうことが出来る。

付属品付属品付属品付属品

本体・専用マット・USBケーブル

ｲﾝｽﾄｰﾙCD・説明書
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３３３３R　　　　Anytyシリーズの提案点　スタンドスキャナーシリーズの提案点　スタンドスキャナーシリーズの提案点　スタンドスキャナーシリーズの提案点　スタンドスキャナー500万画素　万画素　万画素　万画素　A３３３３対応①対応①対応①対応①

　電気スタンドのような形で、カメラのように撮影してスキャニングを行な

います。上から撮影するような形になるのでCIS（CMOS）形式ですが、

CCD形式のような形でスキャニングが可能です。奥行きがあるものに強

い。

　A3A3A3A3タイプタイプタイプタイプまでスキャニングが行え、さらに非接触非接触非接触非接触で使用することが出来

るため、古い書物で触れにくいものスキャニングすることが出来ます。

また身元証明書身元証明書身元証明書身元証明書や利用者情報利用者情報利用者情報利用者情報も簡単に整理出来ます。（作業効率UPに）

図書館での利用方法　（古い文献・参考書のデータ化に）図書館での利用方法　（古い文献・参考書のデータ化に）図書館での利用方法　（古い文献・参考書のデータ化に）図書館での利用方法　（古い文献・参考書のデータ化に）

身元証明書

利用者カードにも

利用できる
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３３３３R　　　　Anytyシリーズの提案点　スタンドスキャナーシリーズの提案点　スタンドスキャナーシリーズの提案点　スタンドスキャナーシリーズの提案点　スタンドスキャナー500万画素　万画素　万画素　万画素　A３３３３対応②対応②対応②対応②

　
　銀行では、カードを作成したり通帳作成時に身元証明書（免許証）等の

コピーを取る機会があるそうです。スキャン速度も１秒未満で行なえる為、

お客様もお待たせせず作業が出来ます。（業務効率の向上に）

銀行での利用方法（身分証明書・通帳・偽造確認に）銀行での利用方法（身分証明書・通帳・偽造確認に）銀行での利用方法（身分証明書・通帳・偽造確認に）銀行での利用方法（身分証明書・通帳・偽造確認に）

税理士での利用方法（帳簿・証明書・領収書・名刺のデータ化に）税理士での利用方法（帳簿・証明書・領収書・名刺のデータ化に）税理士での利用方法（帳簿・証明書・領収書・名刺のデータ化に）税理士での利用方法（帳簿・証明書・領収書・名刺のデータ化に）

　税理士さんは立ち入りでの調査もあるため、訪問先企業でコピー機を

貸していただけないことがあるそうです。コピー機代わりに利用すること

により業務効率が向上します。（ハンディスキャナとの違いはパソコンが

ないと使用する事が出来ません。OCR機能がありますので文字認識等

が行なえます。
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３３３３R　　　　Anytyシリーズの提案点　スタンドスキャナーシリーズの提案点　スタンドスキャナーシリーズの提案点　スタンドスキャナーシリーズの提案点　スタンドスキャナー500万画素　万画素　万画素　万画素　A３３３３対応③対応③対応③対応③

　

　WEBｶﾒﾗとして認識させることで、書画ｶﾒﾗとして使用する事が出来ま

す。プロジェクターと合わせて使うことで、スキャナの映像を大画面で見

るというのにもご利用頂けます。（最大サイズA1程度）

塾や学校での教科書・教材教科書・教材教科書・教材教科書・教材を投影したりと作業効率が向上します。

また一般企業様の会議のプレゼンの場でも力を発揮します。

　　　　　　　　　　　　　　　　

塾・学校での利用方法（塾・学校での利用方法（塾・学校での利用方法（塾・学校での利用方法（WEBｶﾒﾗとして認識して【書画ｶﾒﾗ】として使う）ｶﾒﾗとして認識して【書画ｶﾒﾗ】として使う）ｶﾒﾗとして認識して【書画ｶﾒﾗ】として使う）ｶﾒﾗとして認識して【書画ｶﾒﾗ】として使う）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

生徒の答案用紙や過去問の保

存もPDFPDFPDFPDF化して保存化して保存化して保存化して保存できます。ペーペーペーペー

パーレスパーレスパーレスパーレスで管理もしやすくなるの

で大変便利です！　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

インタ－ネットでの塾や英会話な

ど、資料や教科書、答案用紙の

チェックなど今までできなかった

使い方も可能です。
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３３３３R　　　　Anytyシリーズの提案点　スタンドスキャナーシリーズの提案点　スタンドスキャナーシリーズの提案点　スタンドスキャナーシリーズの提案点　スタンドスキャナー500万画素　万画素　万画素　万画素　A３３３３対応④対応④対応④対応④

　

他　一般投稿　編　変！？他　一般投稿　編　変！？他　一般投稿　編　変！？他　一般投稿　編　変！？

　　メーカーが考えもしなかった使い方をする

　　ユーザー様の応用編もございます。参考にして頂けれ

　　ばと思います。

　　　　

　　工場関連・製造業

　　工場のラインに設置し連続撮影モードで使う。

　　不良検査に使う

　　金魚鉢の上に設置し観察する

　　

OCR精度　（細かすぎる文字等の認識までは出来ません。）精度　（細かすぎる文字等の認識までは出来ません。）精度　（細かすぎる文字等の認識までは出来ません。）精度　（細かすぎる文字等の認識までは出来ません。）


