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機能と利点

混在した封筒とドキュメントのスキャン用に設計
FalconRED は、
支払いを処理し、
封筒から直接ドキュメント
をスキャンする最速で最も効率的な方法です。
デジタルメールセ
ンター、
通信販売、
ホールセール向けロックボックス、
ビジネスプ
ロセス アウトソーサー (BPO)、
支払処理センター、
買掛金勘定、
売掛金勘定、
シェアードサービスの各部門などに最適です。
多用途のフィーダー機能
OPEX 社の特殊化したフィーダーは、
準備作業を減らし、
スキ
ャン精度を高める動的プロセスを発揮します。
特許取得済みのド
ロップフィード技術により、
直接封筒から効率的にスキャンでき、
一方インテリジェントなパケット感知機能が追跡速度を調整し
て、
最適な処理量を実現します。
大容量フィーダーは、
混在したド
キュメンタイプの分厚い束を処理するため、
別の大量生産スキャ
ナーは必要ありません。
Rescan Feeder(再スキャンフィーダー)
は、
全体のスキャン工程を中断することなく、
高速かつ効率的に
再スキャンできるよう設計されております。

FalconRED 仕様：

オペレータ フレンドリー、人間工学に基づく設計
FalconREDは、
切り口がソフトでそぎ端のミリングカッター
で封筒を効率的に開封するため、
紙で手を切る心配がありませ
ん。
オプションの電動式テーブルは高さが調整でき、
オペレータの
作業時の最適さを最大限引き出せます。
FalconREDには22 イ
ンチのタッチスクリーン モニターが搭載されており、
スキャンされ
た画像の高度な表示ができ、
また簡単なワンタッチのページタイ
プの分類ができます。
準備を軽減する CertainScan™ 3.0 ソフトウェア
OPEX 社の機能満載の CertainScan ソフトウェア
は、
FalconREDを完璧に補完するものであり、
自動分類機能、
そ
してスキャン処理中のドキュメントを視覚的に分類する最も直感
的な方法を提供します。
この多様性に富むプラットフォームによ
り、
OPEX 社のスキャナーの多くの機能が最大限に活かされ、
ス
キャン前のドキュメント準備が最小限に抑えられます。

ドキュメントフィ

ド－大容量自動フィード、
連続ドロップフィード、
パケットフィード、
再スキャンフィード

ドキュメント幅

5.08 – 31.12 cm（2.0 – 12.25 インチ）

ドキュメント長

8.89 – 64.77 cm（3.5 – 25.5 インチ）

スキャン速度

スキャン速度－最大 110 ppm / 220 ipm / 300 dpi

インライン認識

OCR、OMR、
バーコード、
ドキュメントタイプ ID

メディア検出

マルチフィード検出、高さ、長さ、
スキュー、封筒の検出

ドキュメン分離	プログラマブル出力仕分け箱 3 個、
プログラマブル ストレートパス仕分け箱
1 個（過剰な厚みおよび取り扱い注意アイテム向け）
日間デューティ サイクル

無限

寸法（高さ ｘ 幅 ｘ 奥行き）

156.72 cm x 246.41 cm x 105.66 cm (61.70 x 97.01 x 41.60 インチ)

同梱ソフトウェア	CertainScan™ 3.0 64 ビット ホストソフトウェア、CertainScan Essentials™、
CertainScan Edit™、OPEX Transform™、OPEX スタンダード バーコードパッ
ケージ、Windows 7 64 ビット
その他機能	OPEX 社供給のCertainScan PC
フラットパネル 22 インチ タッチスクリーン
パケット ID
早期封筒検出
IDAssist™
OPEX 高速取出しデスクと統合
一般的な機能（オプション	追跡記録印刷（前/後）
リアグラフィック プリンター（署名とCode 39 バーコードを印刷）
VRS* テクノロジー画像拡張機能
KeyAssist™
参照 ID
MICR/MICR+
外部キャプチャ装置用 OPEX 社供給汎用マウント
マルチページ タイプ IDAssist
*VRS は、Kofax, Inc. の登録商標です。

入手可能製品

Falcon および Falcon Transportable

代表的な用途	注文処理、書式処理、小口支払、請求書取込、大口送金、
デジタルメールルーム、
シェ
アードサービス環境

www.opex.com

OPEX WORLD HEADQUARTERS
305 Commerce Drive
Moorestown, NJ 08057-4234
United States
Tel: +1 856.727.1100
Fax: +1 856.727.1955

OPEX UNITED KINGDOM
29/32 Queensbrook
Bolton Technology Exchange
Spa Road, BL1 4AY UK
Tel: 0044 (0) 1204 388838
Fax: 00 44 (0) 1204 521432

OPEX FRANCE
Les Fjords – Bâtiment Vega
19, avenue de Norvège
ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon-sur-Yvette – France
Tel: +33 01.60.92.40.40

OPEX GERMANY
Max-Planck-Ring 39
65205 Wiesbaden-Delkenheim
Germany
Tel: +49 6122.927.8883
Fax: +49 6122.927.8885

