
SmartLF SC 25 Xpress

写真のフロアスタンドはオプションです 

We help people to capture, enhance, share, copy and preserve large format digital information

NEW! SmartLF SC 36 Xpress
SmartLF SC 42 Xpress

シングルセンサー搭載！超高速スキャンを誇る新モデル、
カラートラック「SmartLF SC Xpressシリーズ」大判スキャナ
は高精度が求められる図面や地図のスキャンに最適です

Colortrac SmartLF SC Xpressシリーズ

既に大判市場で斬新的かつ高性能なイメージテクノロジとして高い評価
を得ている「シングルセンサー」を搭載した超高速「新SmartLF SC Xpress
シリーズ」大判スキャナ。A1サイズ対応の25インチモデル、A0サイズ対応
の36インチ、最大42インチモデルの３機種からお選びいただけます。

「新SmartLF SC Xpressシリーズ」は、従来の「SmartLF SCシリーズ」の読
み取りスピードを最大２倍アップさせ、スキャニング作業の生産性を高め
ると同時に、スキャン時及び待機時における省電力化も図っています。
（国際エネルギースタープログラムに適合）

2方向から原稿に最適な光を照射するデュアルLEDと全読み取り範囲を
カバーする一体化したユニットに格納されたシングルセンサー（米国特
許取得）によって、複数センサー間のズレや光量のばらつきによって起こ
る様々な問題を解決し、品質の高いスキャニングを実現します。

カラートラックの最新テクノロジ
•	シングルセンサー: カラートラック独自のCISベースイメージテクノロジ
•	FireFly:	USB3.0による超高速データ転送
•	SureDrive:	折り目やシワのある原稿を確実に搬送するシングルホールドアップローラー
•	ClearView:	2方向からの照射を行うデュアル	LED発光システム
•	WinSync:	使い易さと高機能を追究したスキャンソフトウェア
•	ScanOnce:	プレスキャン不要で作業性を飛躍的に向上
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INNOVATION	IN	WIDE	FORMAT	SCANNERS	AND	SOFTWARE

SmartLF SC Xpressシリーズ製品仕様

カラートラックジャパン
221-0052
神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1           Tel:	045-548-6991
横浜クリエーションスクエア	12F	1203						Fax:	045-548-6992

　Colortrac LTDは本書に含まれる情報に関していかなる種類の保証も行わず、予告なく変更する権利を
保有します。Colortrac及びSmartLF®はColortrac社の登録商標です。その他の商標はその各所有者の所
有する商標です。Copyright©2015 Colortrac Ltd. Colortrac SmartLF 大判スキャナはColortrac社で設計
され、ISO-9001:2000に適合する工場で製造されています。

モデル名 SmartLF SC25 Xpress シリーズ SmartLF SC36 Xpress シリーズ SmartLF SC42 Xpress シリーズ

本体機能

サイズ A1 A0 B0

読取り方式 シングルセンサー : 従来のCIS（複数のコンタクトイメージセンサーを組み合わせた方式）と異なり、
全読み取り幅を一本に組み込んだラインセンサーでスキャンする方式 

最大イメージセンサー数 30,000画素 43,200画素 50,400画素

光学解像度 1,200 dpi

補間解像度 9,600 dpi　（解像度は原稿サイズと保存フォーマットによって制限されます）

読み取り幅 最大 63.5cm　(25inch ) 最大 91.4cm　(36inch )  最大 106.7cm　(42inch )

読取り画像長  2.4m(Smartworks EZ Touch)  / 25m（SmarworksPro 幅841mm、200dpi） / 6.3m（同、400dpi）

最大原稿幅  68.6cm  96.5cm 111.7cm

最小原稿サイズ  15.2cm × 15.2cm

最大原稿厚 2mm (0.08inch)

精度 +/- 0.1%    +/- 1 ピクセル

光源
クリアビュー：デュアルLED

（48×2列のLED）
寿命：50,000時間

クリアビュー：デュアルLED 
(72×2列のLED）
寿命：50,000時間

クリアビュー：デュアルLED 
(72×2列のLED）
寿命：50,000時間

データキャプチャ カラ- 48bit / モノクロ 16bit

色空間 sRGB、Adobe RGB、RAW RGB、Profiled RGB から選択可 （ドライバソフトで異なります）

読取り 速度@ 200 dpi
(モノクロ＆グレースケール) 33.02cm / 秒

読取り 速度@ 200 dpi (カラー )  15.24cm / 秒（カラー）　30.48cm / 秒（高速カラー）

インターフェース  超高速　USB3.0　(85MB/sec 推奨　2mケーブル) / ネットワーク接続不可

ソフトウェア

ソフトウェアパッケージ (標準装備)
SmartWorks TOUCH（スキャン & コピー）     WindowsPC / タッチパネル対応
ユーティリティ・スキャナ・メンテナンスソフト
USBドライバ、HASP HL ドライバ、SmartWorks Pro デモ版

ソフトウェアパッケージ (高機能版)　
SmartWorks Pro SCAN （スキャンのみ）　　　                   *別売  ￥  90,000 （税別)
SmartWorks Pro SCAN & COPY （スキャン & コピー）　   *別売  ￥150,000 （税別)
WindowsPC / タッチパネル対応

TWAIN TWAIN 1.5 に対応

対応OS  Windows8、Windows7、Windows Vista (いずれも32bit/64bitに対応)

スキャン方式　  スキャンワンス（プレスキャン不要で作業性向上）

操作性

給紙/排紙 給紙：前方 / 排紙：前方/後方/リターンガイド（オプション）で高速前方排紙

原稿給紙  読み取り面：上（フェイスアップ）

原稿搬送機構 シングルホールドアップローラー（折り目やシワのある原稿を確実に搬送）

原稿搬送速度 4段階可変

用紙サイズ自動認識  あり（不定形サイズにも対応）

オペレーションパネル 読み取り幅表示用LCD、原稿操作ボタン

環境性能

適合規格  国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、 RoHS、CB、CE、CCC、FCC

定格電源 外部電源AC 100~240V 自動感知+/-10%
  50 – 60Hz スキャナ消費電力53W以下(スキャン時) 0.16W以下 (待機時)

推奨使用環境 10℃–35℃、35% – 80% RH　結露なきこと

サイズ / 重量
幅 87.0㎝ × 奥行 38.1㎝ × 高さ15.2㎝
重量 18 ㎏

幅 115.0㎝ × 奥行 38.1㎝ × 高さ15.2㎝  
重量 24 ㎏

幅 130.0㎝ × 奥行 38.1㎝  × 高さ 15.2㎝
重量 26.5 ㎏

梱包サイズ / 重量 幅 101.0㎝ × 奥行 52.0㎝ × 高さ 24.0㎝
重量 21 ㎏

幅 128.0㎝ × 奥行 52.0㎝ × 高さ 24.0㎝
重量 27 .5㎏

幅 144.0㎝ × 奥行 52.0㎝ × 高さ 24.0㎝
重量 31 ㎏

価格
（税別）

スキャナ本体
￥370,000（モノクロ） 
￥420,000（カラー） 
￥480,000（高速カラー）

￥500,000（モノクロ) 
￥550,000（カラー） 
￥600,000（高速カラー）

￥650,000（モノクロ）
￥750,000（カラー）
￥850,000（高速カラー）

スタンド（原稿受けバスケット付） ￥  50,000 ￥  60,000 ￥  60,000

PC/LCDマウントキット ￥  40,000 ￥  40,000 ￥  40,000

MFPスタンド ￥  90,000 ￥105,000 ￥105,000

SingleSensor

US	Pat.	#8,922,849


