
業務に合わせて、使いやすく進化する。

PCレスで
ワンタッチ

■ScanFront 400の主な仕様
本体・スキャン機能仕様

卓上型ネットワーク対応シートスルースキャナー
タッチパネル式10.1インチTFT液晶パネル
50㎜～216㎜
54㎜～356㎜
分離給紙時：0.04㎜～0.25㎜（27～209g/㎡）
非分離給紙時：0.04㎜～0.30㎜（27～255g/㎡）
サイズ：54㎜×86㎜　カード厚：1.4㎜以下
最大3,048㎜まで
パスポート：可（キャリアシートが必要）、感圧紙：可（向きに制限あり）、
裏カーボン紙：不可、バインダー開穴紙：可（直径8㎜以下の2、3、4穴のみ）、
折れ・しわ：伸ばしてから給紙のこと
A4サイズ以下の原稿：60枚（80 g/m²）、A4サイズを超える原稿：40枚

（80 g/m²）どちらの場合も高さ10mm（カール量込み）を超えないこと
～約6,000枚/日
CIS
片面／両面
白黒、誤差拡散、文字強調、256階調グレースケール、24bitカラー、
カラー白黒検知
600dpi
100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi＊2、
300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
片面 200dpi：45枚/分、300dpi：45枚/分
両面 200dpi：90面/分、300dpi：90面/分
片面 200dpi：45枚/分、300dpi：45枚/分
両面 200dpi：90面/分、300dpi：90面/分
片面 200dpi：45枚/分、300dpi：35枚/分
両面 200dpi：90面/分、300dpi：70面/分
自動（分離給紙）/手差し（非分離給紙）
LANポート 10Base-T／100Base-TX／1000Base-T、USB2.0×3
自動サイズ検知、斜行補正、文字向き検知、裏写り・地色除去、
白紙スキップ、半折りスキャン、カラー白黒検知
重送検知機能
赤、青、緑、（強調モードあり）
100V（50/60Hz）
動作時（最大）：36W、ローパワーモード時：2.0W、電源OFF時：0.2W
温度 10～32.5℃ ： 湿度 20～80％RH
本体：約4.5kg（ACアダプターを除く）
給紙トレイ（閉状態）W:305㎜ D:282㎜ H:230㎜
給紙トレイ（開状態）W:305㎜ D:629㎜ H:366㎜
給紙トレイ、ACアダプター、電源コード、セットアップ・オペレーションガイド、
取扱説明書／アプリケーションディスク、保証書

型式
操作パネル
読取原稿サイズ 幅
 長さ
 厚さ

 読取カード
 長尺＊1

 特殊原稿

積載枚数

推奨処理枚数
読取センサー
読取面
読取モード

光学解像度
出力解像度

解像度：読取スピード＊3 白黒
（A4・タテ方向・標準モード時）
 256階調グレースケール

 24bitカラー

給紙方法
インターフェース
主な画像処理機能

その他機能
ドロップアウトカラー
電源
消費電力
使用環境
重量
外形寸法

同梱物

ネットワーク仕様
プロトコル
IPアドレス
その他

ネットワークコネクター

TCP/IP
自動取得（DHCP）または固定アドレス
Active Directory（NTLM 認証）
またはOpenLDAP（Simple認証）対応
RJ-45（10Base-T/100Base-TX/1000Base-T）

キヤノン・ケア・ギャランティ（CCG）

送信機能仕様

スポットサービス

Scan to Mail 対応プロトコル
 
 対応バージョン
Scan to FTP＊4 対応プロトコル
 対応バージョン

Scan to FAX 対応プロトコル
 対応バージョン
Scan to Folder 対応プロトコル
 対応バージョン

Scan to USB Memory＊6 対応ファイルシステム
Scan to Printer 利用可能プリンター
対応ファイル形式 白黒

 グレースケール

 カラー

 カラー白黒検知

対応圧縮形式

ユーザー認証 本体/サーバー認証

宛先登録

標準SMTP、POP before SMTP、SMTP認証（LOGIN）、SMTP認証（PLAIN）、
SMTP認証（CRAM-MD5）、SMTPS、STARTTLS
Microsoft Exchange Server 2013、Sendmail 8.14.7-4.el7/postfix 2.10.1-6.el7
FTP、FTPS(Explicit/Implicit)、SFTP
Microsoft Internet Information Service Version 7.0/7.5/8.0/8.5、
VSFTP3.0.2-9-.el7、ProFTPD 1.3.5a-2.el7
Scan to Mailと同様

SMB
Windows Vista（32bit/64bit）/Windows 7（32bit/64bit）/Windows 8（32bit/64bit）/
Windows 8.1（32bit/64bit）/Windows10（32bit/64bit）/
Windows Server 2008（32bit/64bit）＊5/
Windows Server 2008 R2（64bit）＊5/Windows Server 2012（64bit）＊5/
Windows Server 2012 R2（64bit）＊5/Samba Server 4.2.3-10-.el7
FAT16/FAT32/EXFAT
FTPプリント機能が利用可能なプリンター
PDF（シングルページ/マルチページ、サーチャブルPDF生成機能、暗号化PDF
生成機能、PDF/A対応）、TIFF（シングルページ/マルチページ）、PNG
PDF（シングルページ/マルチページ、サーチャブルPDF生成機能、暗号化PDF
生成機能、PDF/A対応）、TIFF（シングルページ/マルチページ）、JPEG、PNG
PDF（シングルページ/マルチページ、サーチャブルPDF生成機能、暗号化PDF
生成機能、PDF/A対応）、TIFF（シングルページ/マルチページ）、JPEG、PNG
PDF（シングルページ/マルチページ、サーチャブルPDF生成機能、暗号化PDF
生成機能、PDF/A対応）、TIFF（シングルページ/マルチページ）、PNG
PDF：高圧縮、ノーマル（圧縮率の指定可）
JPEG：JPEG圧縮（圧縮率の指定可）、TIFF：G4圧縮
ユーザー名・パスワード入力（最大100ユーザー）
Active Directory（Windows Server 2008（32bit/64bit）＊5/
Windows Server 2008 R2（64bit）＊5/Windows Server 2012（64bit）＊5/
Windows Server 2012 R2（64bit）＊5）
※Active Directory認証はSSL通信にも対応。
共有アドレス、個人アドレス（最大合計5,000件）

グリーン
購入法適合

12,000円

12,000円

6,000円

実費

＊1 解像度200dpi以下でスキャンする必要があります。また、半折りスキャンは併用不可です。　＊2 ソフトウェアのバージョンアップにより、2017年夏頃に対応予定です。　＊3 スキャン開始からScanFrontアプリケーション上でファイルが作成され「送信Ready」になるまでの速度。
Webアプリケーションモードでの速度は、接続するアプリケーションにより異なります。　＊4 ファイヤーウォール超え通信対応は、ソフトウェアのバージョンアップにより、2017年夏頃対応予定です。　＊5 Windows Server 2008/2012をご利用の場合、適切なマイクロソフト クライ
アントアクセスライセンスが必要です。　＊6 全てのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。未フォーマットやパスワード入力などの特殊な操作を必要とするUSBメモリーは動作対象外です。フォーマットはすべてのファイルを削除するだけの簡易機能のみ搭載。ファイル
システム変更などは非対応。

■Support

※訪問修理時に必要な部品（ローラー等）はサービス範囲に含まれますが、予備として必要な場合は、消耗品（交換ローラーキット等）の購入をお願いします。　別途、消耗品（交換ローラーキット等）をお客さまが購入された場合の代金は返金致しません。※スキャナー用のキヤノンサービスパックには、以下の料
金は含まれません。別途指定の料金をお客様にご請求させていただきます。　1.本体およびオプション類の設置料金。　2.ソフトウェアのインストール、設定にかかる料金。　3.キヤノン製の一部オプション/キヤノン製以外のオプションの修理・交換にかかる部品代金および設置料金。　4.消耗品（キャリアシー
ト等）の代金。　［ご注意］スキャナー用キヤノンサービスパックは右記に記載のスキャン枚数を使用の目安としています。　・スキャナー タイプB＝スキャン枚数、月間20,000枚程度。　※上記を超えるご使用が想定される場合は、定期点検サービスプランをご用意している「キヤノン・ケア・ギャランティ（CCG）」を
お勧めします。

対象機種

ScanFront 400 スキャナータイプB 訪問修理 7950A167 54,000円 7950A168 75,000円 7950A169 98,000円

3年間 4年間 5年間

商品コード 標準価格（税別） 商品コード 標準価格（税別） 商品コード 標準価格（税別）

7950A437 27,000円

保証延長1年間

商品コード 標準価格（税別）
商品名

CCGは、安心をお届けする「保守サービス制度」です。オフィスのOA化が進行する中、OA機器の複合化、パーソナル化が急ピッチで進んでいます。これらの多彩なOA機器を、いつもベストコンディションで安心して
ご使用いただくために、キヤノンマーケティングジャパンでは「CCG（キヤノン・ケア・ギャランティ）」をご用意しました。さまざまなOA機器を幅広くカバーし、料金割引制度等の特典が揃ったCCGをぜひご検討ください。

Canon
Care
Guaranty※CCGのサービス詳細に関しましては、ご購入元またはキヤノンお客様相談センターまでお問い合わせください。

●製品改良の為、デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●その他の社名や商品名は各社の登録商標または商標です。●政府発行の紙幣、政府発行の有価
証券などをスキャニングするとその使用如何に拘わらず法律に違反し、罰せられます。関連法律・刑法第148条、第149条、第162条・通貨及証券模造取締法第1条、第2条等。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他
これに準ずる限られた範囲内で使用するためにスキャニングする以外は禁じられています。●カタログに使用した画面は、一部ハメコミ合成です。

※設置作業料金に含まれる範囲は、本体の開梱、据付、本体単体テスト動作確認になります。ネットワーク環境への接続・設定等の作業に関しま
しては、別途取扱店またはキヤノンマーケティングジャパン営業所にご相談ください。　※訪問料は１人１回あたりの料金です。　※搬入料は、標準
的な搬入にかかわる参考料金です。特殊作業（階段作業、クレーン車使用等）の場合は、別途料金が必要となります。あらかじめご了承ください。　
※各種ユースウェア料金および保守料金は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社の標準小売価格です。　※補修用性能部品（製品性能を
維持するための部品）の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。　※本体設置後に改めて上記サービスを利用される場合には、訪問料金

（10,000円）を加算します。　※訪問料金は、サービス拠点より片道30km以内もしくは1時間以内であり、これを超える場合には別途料金が加算
されます。　※上記の価格は、2016年11月現在の価格です。

※本価格表に掲載のスキャナー本体の無償修理保証期間は、お買い上げより1年です。　※訪問料金は、サービス拠点より片道30km以内
もしくは1時間以内であり、これを超える場合には別途料金が加算されます。　※サービス条件の詳細に関しましては、ご購入元またはキヤノン
お客様相談センターまでお問い合わせください。

③部品代金またはユニット修理代

①訪問料金

②技術料金

　簡易技術料金
ScanFront 400

訪問修理対象製品 訪問修理料金 =（①＋②＋③）円（税別）
1,000円

5,000円

10,000円

設置作業料金
搬入料金

ScanFront 400
訪問料金

対象機種 料金（税別）

キヤノンサービスパック（CSP）　キヤノンサービスパックの購入料金が、契約期間中のサービス料金に相当します。

ユースウェア料金　本体および一部オプションで、搬入設置作業を行う場合、ユースウェア料金が必要になります。

1255C001

1550C001

0697C002

4,800円

228,000円ScanFront 400

交換ローラーキット
（交換目安：20万枚）

キャリアシート
（パスポートサイズ）

キャリアシート
（A4サイズ）

2,300円

0697C0013,800円

商品名 標準価格（税別） 商品コード

1116P20 00529977

2016年11月現在

●お求めは信用のある当社で

安全にお使い
いただくために

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

キヤノンお客様相談センター

キヤノン スキャンフロント ホームページ
製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

受付時間〈平日〉9時00分～17時00分
　　　　（土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9156を
　ご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ネットワークスキャナー
（ScanFront）

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

「国際エネルギースタープログラム」
基準に適合
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複数のスキャナーの
管理負担を軽減したい。

・複数のスキャナーの設定・管理に膨大な時間と労力が掛かっている。
・各拠点にあるスキャナーの設定・管理が行き届かない。
・不正利用、情報漏えいなどスキャナーのセキュリティー対策が心配。

電子化・文書配信業務にかかる
コストを削減したい。

PCレスだから導入・運用コストを削減でき、FAXの置き換えとしても活躍。

1台で、紙文書を電子化し、そのままデータを送り届けることができるScanFront 400なら、書類の運送コストを大幅に削減可能です。さら
に、PC不要のため余分な導入・運用コストも抑えられます。また、ScanFront 400はFAXに代わる通信手段としても活躍します。FAXの運用
コストである、通信費や消耗品が削減できます。慣れ親しんだFAXを撤廃することに不安なユーザーにも、書類をセットしてボタンを押すだ
けのScanFront 400なら簡単に活用可能。業務効率を落とすことなくTCO削減をサポートします。

・書類の郵送・運搬に、膨大なコストが掛かっている。
・文書電子化に関わるデバイスの導入・維持費を抑えたい。
・FAXの運用コスト削減のため、代替システムを検討中。

電子化業務の操作ミス・
誤送信を防止したい。

・人によってスキャナー操作のスキルに差が生じている。
・誤送信による業務遅延や情報漏えいの防止策が必要。
・スキャナーと社内システムを連携させ、業務効率化を図りたい。

2

拠点間の書類送信業務を、
もっと効率化したい。

・拠点間の書類のやり取りに時間が掛かる、ミスが多い。
・申請、審査などの業務が紙ベースで行われていて管理しにくい。
・書類形式、送信方法、送信先などにバラつきがあり非効率。

金 融 官公庁 医 療 流 通 製 造

顧客情報を含む文書を取り扱うスキャナーには強固なセキュリティー対策が求められます。ScanFront 400は不特定ユーザーがノートPCを接続し
て使用する不安がなく、認証機能と連携して使用者・機能を限定できます。また、パスワード付きPDFの生成や、SSLやSFTPによる暗号化通信に
も対応しています。さらに、同梱の管理者ツール「ScanFront Administration Tool」で最大1,000台のスキャナーを集中管理。遠隔拠点のスキャナー
は、「Webメニュー」からリモート操作で設定・管理が可能です。各拠点に出向くことなく、管理者は机にいながら設定・運用が行えます。

遠隔地のスキャナーも簡単に一元管理し、セキュアな利用環境を提供。

必要な書類をスピーディーに集約でき、送信業務のフローやルールも、全社的に統一。
ScanFront 400は金融機関の審査業務、官公庁の許認可業務、流通機関の受発注業務など、拠点間で行われる書類送信をボタン操作で効率化し
ます。業務別に一連のスキャンフローを「ジョブボタン」に登録することで、ログイン後ワンタッチで書類送信が完了。迷わず正確に、スピーディーに
本社・センターに書類を集約できます。さらに、メールやFAX、社内便など各拠点の担当者によってバラつきが生じる送信手段・送信先も、指定のファ
イル形式・フォルダーに統一可能です。全社的に文書送信業務を容易にルール化でき、処理業務の時間短縮や書類管理の効率化につながります。

ワークフローに合わせてカスタマイズしたスキャナーで、人的ミスを防止＆業務効率を向上。
スキャン設定を事前登録でき、PCを使わずタッチ操作で電子化・送信業務を行えるScanFront 400なら、担当者に操作習得の負担を掛けませ
ん。複数の操作工数をボタンに集約し、わかりやすい表示で業務をナビゲート。操作ミスや誤送信を防ぐ仕組みづくりができるので、機密性の
高い情報の取り扱いに最適です。また、独自のWebアプリ開発＊で、より高度なカスタマイズも可能。金融機関の審査システムや病院の電子カ
ルテシステムなど、既存のワークフローに組み込むことで業務効率向上をサポートします。
＊「ScanFront 400 Webアプリケーション SDK」（有償）による開発が必要になります。

さまざまな業種・業務のお悩みを、
ScanFront 400 が解決します。

1

課題 課題

課題課題

PCレスで多彩なデータ配信・管理を実現

【ホーム画面】

定型業務は登録してワンタッチで実行

【ジョブボタン画面】

スキャン操作や画面を独自にカスタマイズ可能

【カスタマイズ画面（例）】



複数のスキャナーの
管理負担を軽減したい。

・複数のスキャナーの設定・管理に膨大な時間と労力が掛かっている。
・各拠点にあるスキャナーの設定・管理が行き届かない。
・不正利用、情報漏えいなどスキャナーのセキュリティー対策が心配。

電子化・文書配信業務にかかる
コストを削減したい。

PCレスだから導入・運用コストを削減でき、FAXの置き換えとしても活躍。

1台で、紙文書を電子化し、そのままデータを送り届けることができるScanFront 400なら、書類の運送コストを大幅に削減可能です。さら
に、PC不要のため余分な導入・運用コストも抑えられます。また、ScanFront 400はFAXに代わる通信手段としても活躍します。FAXの運用
コストである、通信費や消耗品が削減できます。慣れ親しんだFAXを撤廃することに不安なユーザーにも、書類をセットしてボタンを押すだ
けのScanFront 400なら簡単に活用可能。業務効率を落とすことなくTCO削減をサポートします。

・書類の郵送・運搬に、膨大なコストが掛かっている。
・文書電子化に関わるデバイスの導入・維持費を抑えたい。
・FAXの運用コスト削減のため、代替システムを検討中。

電子化業務の操作ミス・
誤送信を防止したい。

・人によってスキャナー操作のスキルに差が生じている。
・誤送信による業務遅延や情報漏えいの防止策が必要。
・スキャナーと社内システムを連携させ、業務効率化を図りたい。

2

拠点間の書類送信業務を、
もっと効率化したい。

・拠点間の書類のやり取りに時間が掛かる、ミスが多い。
・申請、審査などの業務が紙ベースで行われていて管理しにくい。
・書類形式、送信方法、送信先などにバラつきがあり非効率。

金 融 官公庁 医 療 流 通 製 造

顧客情報を含む文書を取り扱うスキャナーには強固なセキュリティー対策が求められます。ScanFront 400は不特定ユーザーがノートPCを接続し
て使用する不安がなく、認証機能と連携して使用者・機能を限定できます。また、パスワード付きPDFの生成や、SSLやSFTPによる暗号化通信に
も対応しています。さらに、同梱の管理者ツール「ScanFront Administration Tool」で最大1,000台のスキャナーを集中管理。遠隔拠点のスキャナー
は、「Webメニュー」からリモート操作で設定・管理が可能です。各拠点に出向くことなく、管理者は机にいながら設定・運用が行えます。

遠隔地のスキャナーも簡単に一元管理し、セキュアな利用環境を提供。

必要な書類をスピーディーに集約でき、送信業務のフローやルールも、全社的に統一。
ScanFront 400は金融機関の審査業務、官公庁の許認可業務、流通機関の受発注業務など、拠点間で行われる書類送信をボタン操作で効率化し
ます。業務別に一連のスキャンフローを「ジョブボタン」に登録することで、ログイン後ワンタッチで書類送信が完了。迷わず正確に、スピーディーに
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ワークフローに合わせてカスタマイズしたスキャナーで、人的ミスを防止＆業務効率を向上。
スキャン設定を事前登録でき、PCを使わずタッチ操作で電子化・送信業務を行えるScanFront 400なら、担当者に操作習得の負担を掛けませ
ん。複数の操作工数をボタンに集約し、わかりやすい表示で業務をナビゲート。操作ミスや誤送信を防ぐ仕組みづくりができるので、機密性の
高い情報の取り扱いに最適です。また、独自のWebアプリ開発＊で、より高度なカスタマイズも可能。金融機関の審査システムや病院の電子カ
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さまざまな業種・業務のお悩みを、
ScanFront 400 が解決します。
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課題 課題

課題課題

PCレスで多彩なデータ配信・管理を実現

【ホーム画面】

定型業務は登録してワンタッチで実行

【ジョブボタン画面】

スキャン操作や画面を独自にカスタマイズ可能

【カスタマイズ画面（例）】



ワンタッチで、PCレスで、書類を電子化＆そのまま送信。
キヤノンのネットワークスキャナー「ScanFront 400」は、
使う人を悩ませない簡単操作と、
素早く正確に仕事をこなすハイパフォーマンスを両立。
金融機関の融資審査、保険申込業務や、
官公庁・医療機関の窓口業務、
流通業をはじめとする受発注業務など
セキュアでスピーディーな文書配信が求められる
ビジネスシーンで、その真価を発揮します。

紙文書の電子化から、ネットワークを介したデータ送信までPCレスで行えます。生成ファイルの形式はPDF/JPEG/TIFF/PNGに対応。PDFで
はOCR処理やパスワードの設定も可能です。スキャン機能は6種類から選択できます。

3 4

ボタン・画面を、業務に合わせてカスタマイズ。
タッチ操作で、スキャンを正確に、効率的に。

本体標準価格：228,000円（税別）
【商品コード：1255C001】

「６つのスキャン機能」により、PCレスで文書の電子化＆送信を実現。

メールにスキャンデータを添付して送信します。送信
先はアドレス帳から手軽に選択でき、複数の相手に
一斉送信することも可能。送信前に画像や宛先の
再確認を促し、誤送信を予防します。
※SMTP対応のメールサーバーが必要です。

スキャンデータをメール送信

アドレス帳から指定したネットワーク上のFTPサー
バーにスキャンデータを保存できます。各PCからFTP
サーバーへアクセスすれば、社内でスムーズにスキャン
データを共有可能です。

FTPサーバーへアップロード

アドレス帳で選択した宛先に、スキャンした画像をFAX
サーバー経由でFAX送信できます。プロバイダーを利用し
たインターネットFAXにも対応。簡単な操作でセキュアに
データを送信でき、FAXの代替機としても活用できます。
※SMTP対応のFAXサーバー、またはFAXサービスが必要です。

ネットワークを介してFAX送信

ネットワーク上のPCやサーバーの共有フォルダーに
スキャンデータを保存できます。Windowsに標準
対応のSMBプロトコルを使用してデータを送信でき、
情報共有・情報活用の幅を広げます。

本体に接続したUSBメモリーにスキャンデータを直接
保存できます。USBメモリー内に新規フォルダーを
作成したり、スキャンデータに任意のファイル名を
付けたりすることも可能です。
※すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。

接続したUSBメモリーに保存

スキャンデータを、プリントサーバーを介さずに遠隔
地にあるネットワーク上のプリンターから直接印刷
できます。
※FTPプリント機能に対応したプリンターが必要です。

ネットワークプリンターから印刷

PNG PNG

PNGPNG

高精細な大画面パネルを見なが
ら、直感的にスキャン操作が行え
ます。送信前にプレビュー表示で
生成データのイメージ、原稿枚
数、スキャンページ数、ファイルサ
イズなどを確認でき、簡単かつ正
確なファイル送信を実現します。

クリアな液晶で見やすく、タッチパネルで簡単操作を実現しました。さらに、画面角度はユーザーの身長や使用姿勢に
関わらず、見やすいように設計しました。

スキャンから、プレビュー確認、送信まで、タッチパネルでラクラク操作。

大画面で見やすく操作しやすい「10.1インチWSVGAタッチパネル」を搭載。

① 送信先または、ジョブボタンリストのジョブを選択 ② スタートボタンを押して、スキャン実行 ③ 送信開始ボタンを押して、送信実行

プレビューで
画像チェック

社内のワークフローと連動させて、スキャナー操作・画面のカスタマイズが可能。

登録・設定は「Webメニュー」で遠隔操作が可能。認証機能と連携したユーザー管理も実現。

「ジョブボタン」を作成し、スキャン設定、ファイル形式や
保存先など一連のスキャン条件をまとめて登録。これによ
り、細かな設定を繰り返すことなく、定型スキャン業務を
ログイン後にワンタッチで実行できます。セキュリティー
ポリシーに合わせて、全ユーザーが使用できる「共有ジョ
ブボタン」と、個人専用の「マイジョブボタン」の2種から
選択できます。 ScanFront 400にはWebサーバー機能とWebブラウザー機能を搭載。開発したWebアプリをネットワーク上のWebアプリ専用サーバーもしくは、

サーバーレスでスキャナー本体に格納する運用も可能です。
※「Webアプリモード」を利用するには「ScanFront 400 Webアプリケーション SDK」（有償）が必要です。 ※Webアプリを本体格納する機能はソフトウェアのバージョンアップにより、2017年秋頃に対応予定です。

動作モードに「Webアプリモード」を
選択すると、SDKにより開発したWeb
アプリに従ってScanFront 400を動
作させることが可能になります。操作
や画面の柔軟なカスタマイズや、業務
システムとの連携を実現します。

ジョブボタンやアドレス帳の設定は「Webメニュー」を利
用し、ネットワーク上のPCからリモート操作で行えます。
バックアップ/リストア機能で、他のスキャナーに設定情
報をコピーすることも可能です。さらに、ユーザー認証機
能と連携し、ログイン直後の表示を「マイジョブボタン」
画面に限定したり、ユーザー別に機能制限を与えたり、
細やかなユーザー管理を実現。ユーザーの機能制限は、
右図の4項目から設定できます。遠隔拠点のスキャナー
も「Webメニュー」で手間なく設定が行え、管理者の負担
を低減します。
※遠隔地に設定したスキャナーの管理設定には、IPアドレスの指定が必要です。

定型業務は「ジョブボタン」で、ミスなく、速やかに、ワンタッチ実行。

Webアプリは外部の専用サーバーもしくは、本体に格納可能。

Web アプリケーション
サーバー

スキャン
データ

クライアントPC

情報システム / 基幹システム

FAX プリンター メールサーバー ファイルサーバー FTPサーバー

操作
制御
連携Web

ブラウザー

【カスタマイズ画面（例）】

「ジョブボタンのみ使用する」
ログイン後にジョブボタン画面を表示します。ホー
ム画面からのスキャンを無効にします。

「送信制限」
Scan to Mail / Scan to FTP / Scan to FAX / 
Scan to Folder / Scan to USB Memory / 
Scan to Printerの6機能の使用に権限を与えます。

「編集制限」
アドレス帳・ジョブボタンの編集などを制限します。

「使用制限」
LDAPアドレス帳の使用を制限します。

ユーザーA

【マイジョブボタン画面】【ホーム画面】

ログイン

ユーザーB

PC・サーバーの共有フォルダーに保存

こんなスキャン業務もワンタッチ!

「注文書」を解像度300dpiの
カラーで両面スキャンし、
PDFを本社A氏へメール送信。

注文書



ワンタッチで、PCレスで、書類を電子化＆そのまま送信。
キヤノンのネットワークスキャナー「ScanFront 400」は、
使う人を悩ませない簡単操作と、
素早く正確に仕事をこなすハイパフォーマンスを両立。
金融機関の融資審査、保険申込業務や、
官公庁・医療機関の窓口業務、
流通業をはじめとする受発注業務など
セキュアでスピーディーな文書配信が求められる
ビジネスシーンで、その真価を発揮します。

紙文書の電子化から、ネットワークを介したデータ送信までPCレスで行えます。生成ファイルの形式はPDF/JPEG/TIFF/PNGに対応。PDFで
はOCR処理やパスワードの設定も可能です。スキャン機能は6種類から選択できます。
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ボタン・画面を、業務に合わせてカスタマイズ。
タッチ操作で、スキャンを正確に、効率的に。

本体標準価格：228,000円（税別）
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「６つのスキャン機能」により、PCレスで文書の電子化＆送信を実現。

メールにスキャンデータを添付して送信します。送信
先はアドレス帳から手軽に選択でき、複数の相手に
一斉送信することも可能。送信前に画像や宛先の
再確認を促し、誤送信を予防します。
※SMTP対応のメールサーバーが必要です。

スキャンデータをメール送信

アドレス帳から指定したネットワーク上のFTPサー
バーにスキャンデータを保存できます。各PCからFTP
サーバーへアクセスすれば、社内でスムーズにスキャン
データを共有可能です。

FTPサーバーへアップロード

アドレス帳で選択した宛先に、スキャンした画像をFAX
サーバー経由でFAX送信できます。プロバイダーを利用し
たインターネットFAXにも対応。簡単な操作でセキュアに
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スキャンデータを保存できます。Windowsに標準
対応のSMBプロトコルを使用してデータを送信でき、
情報共有・情報活用の幅を広げます。
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保存できます。USBメモリー内に新規フォルダーを
作成したり、スキャンデータに任意のファイル名を
付けたりすることも可能です。
※すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。
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地にあるネットワーク上のプリンターから直接印刷
できます。
※FTPプリント機能に対応したプリンターが必要です。
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高精細な大画面パネルを見なが
ら、直感的にスキャン操作が行え
ます。送信前にプレビュー表示で
生成データのイメージ、原稿枚
数、スキャンページ数、ファイルサ
イズなどを確認でき、簡単かつ正
確なファイル送信を実現します。

クリアな液晶で見やすく、タッチパネルで簡単操作を実現しました。さらに、画面角度はユーザーの身長や使用姿勢に
関わらず、見やすいように設計しました。

スキャンから、プレビュー確認、送信まで、タッチパネルでラクラク操作。
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社内のワークフローと連動させて、スキャナー操作・画面のカスタマイズが可能。

登録・設定は「Webメニュー」で遠隔操作が可能。認証機能と連携したユーザー管理も実現。

「ジョブボタン」を作成し、スキャン設定、ファイル形式や
保存先など一連のスキャン条件をまとめて登録。これによ
り、細かな設定を繰り返すことなく、定型スキャン業務を
ログイン後にワンタッチで実行できます。セキュリティー
ポリシーに合わせて、全ユーザーが使用できる「共有ジョ
ブボタン」と、個人専用の「マイジョブボタン」の2種から
選択できます。 ScanFront 400にはWebサーバー機能とWebブラウザー機能を搭載。開発したWebアプリをネットワーク上のWebアプリ専用サーバーもしくは、
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選択すると、SDKにより開発したWeb
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作させることが可能になります。操作
や画面の柔軟なカスタマイズや、業務
システムとの連携を実現します。
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用し、ネットワーク上のPCからリモート操作で行えます。
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画面に限定したり、ユーザー別に機能制限を与えたり、
細やかなユーザー管理を実現。ユーザーの機能制限は、
右図の4項目から設定できます。遠隔拠点のスキャナー
も「Webメニュー」で手間なく設定が行え、管理者の負担
を低減します。
※遠隔地に設定したスキャナーの管理設定には、IPアドレスの指定が必要です。

定型業務は「ジョブボタン」で、ミスなく、速やかに、ワンタッチ実行。
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「ジョブボタンのみ使用する」
ログイン後にジョブボタン画面を表示します。ホー
ム画面からのスキャンを無効にします。

「送信制限」
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「注文書」を解像度300dpiの
カラーで両面スキャンし、
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読み取りスピードの高速化を図り、カラー・白黒ともに最速45枚/分＊を実
現。さらに両面原稿も一度の搬送で表裏を同時に読み取り、スピードを
落とすことなく最速90面/分＊の高速スキャンが可能です。
＊A4タテ・200dpi時。 ※スキャン速度は、各種設定により異なります。

5 6

カラー・白黒45枚 /分の高速スキャン

わずか4.5kgのコンパクトボディーを実現。
未使用時は排紙トレイを折りたたみ、液晶
を保護するダストカバーになる省スペース設
計です。PCと接続せずに使用できるためカ
ウンターなどの限られたスペースでもすっき
り設置できます。

排紙トレイが折りたためる「軽量・コンパクト設計」

暗号化でセキュアなデータ送信を実現

文字や線を意図的に太くスキャンすることができます。データの視認性や
OCRの認識率を高めたい時に便利な機能です。
※ソフトウェアのバージョンアップにより2017年夏頃に対応予定です。

テキストの視認性を高める「文字・線の太さ補正」

電子文書のクオリティーを高める「多彩な画像処理性能」

Performance 優れた搬送性能と画像処理性能で、両面原稿も高速読み取り。
幅広い用紙に対応し、正確で、安定したスキャニングを実現。 Usability ユーザーの身近に置けて、手軽に操作できる「簡単スキャナー」。

コンパクトなボディーに、使いやすさを高める機能が満載です。

Security 暗号化通信や誤送信の予防にくわえ、クラウドサービスとの連携も可能。
情報漏えいリスクを回避するために、セキュリティーを強化しました。

Management 遠隔拠点のスキャナーでも、一括管理できるソフトウェアを標準同梱。
デバイスの管理・運用面まで、使いやすさにこだわりました。

解像度
スキャンモード

A4片面（枚/分）

A4両面（面/分）

白黒 256階調
グレー

24ビット
カラー 白黒 256階調

グレー
24ビット
カラー

45 45 45 45 45 35

90 90 90 90 90 70

200dpi 300dpi

多様な原稿サイズ・紙種のスキャンに対応

27g/㎡の薄紙から255g/㎡の厚
紙＊、名刺などの小さな用紙や、最
大3,048mmの長尺紙など、幅広
い原稿サイズ・紙種に対応。異な
るサイズ・厚さの原稿も一度にまと
めて効率的にスキャンできます。
＊非分離給紙ON時。

免許証やエンボス加工されたプラス
チックカードなどのスキャンが可能
です。さらに、オプションの専用キャ
リアシート＊を使用することでパス
ポートのスキャンにも対応します。
＊キャリアシート（パスポート用）選択時。

プラスチックカードやパスポートにも対応
3種の「ネーミングスキーマ」機能により、スキャンデータに自動でファ
イル名を付与することができます。また、ファイルに付与する「文字
列」、「日付」などの項目は任意で順番を入れ替える＊ことが可能です。
＊項目順の可変は、ソフトウェアのバージョンアップにより2017年夏頃に対応予定です。

SFTPに対応したファイル転送や、SSL通信などの暗号化技術を採用。
第三者によるデータの盗聴や改ざんを防ぎます。

複数のスキャナーの一括管理を実現「ScanFront Administration Tool」

スキャンデータの送信先に誤りがないように、送信前に改めて「宛先確認
画面」を表示させて確認を促すことができます。

複数のスキャナーの設定・登録を一括で処理できる管理ツールです。ジョブボタン登録、ユーザー
管理＊、ソフトウェアのバージョンアップ、設定のバックアップなどが同一ネットワーク上のPCから
行えます。また、スキャナーのセットアップに便利なバックアップ/リストア機能も搭載しています。
＊「ScanFront Administration Tool」を使用したユーザー管理は、2017年夏頃予定のバージョンアップにより対応します。
※ 対応OSはWindows Vista（32bit/64bit）/Windows 7（32bit/64bit）/Windows 8（32bit/64bit）/Windows 8.1（32bit/64bit）
/Windows 10（32bit/64bit）/Windows Server 2008（32bit/64bit）/Windows Server 2008 R2（64bit）/Windows Server 2012（64bit）
/Windows Server 2012 R2（64bit）です。 ※ 使用プロトコルはHTTPSです。 ※ .NET Framework4.5以降が必要となります。

クラウドサービス「HOME」に対応

「HOME」は、強固なセキュリティーと効率的なクラウドサービスを手軽な
月額料金で提供するキヤノンのIT支援サービスです。ScanFront 400は
HOMEと連携し、スキャンデータ活用・管理の安全性を高めます。

第三者のスキャナー使用を防ぐ「自動ログアウト」
設定時間内に操作が行われない時は、自動的にログアウトを実行し、
操作時にログイン画面に戻ります。万一、ユーザーがログアウトを忘れた
場合に、第三者によるスキャナーの利用を防ぎます。

ファイル名を自動付与する「ネーミングスキーマ」

システムとの連携を容易にする「インデックスファイル送信機能」

Scan to Folder/Scan to FTP実行時に、スキャンデータと同時に
インデックスファイル（メタデータ）を作成できます。XML/CSV形
式を選択でき、「インデックス文字列」、「ユーザー名」、「日付」、「時
刻」、「デバイス名」、「カウンター」、「ファイル名」、「ファイルサイ
ズ」、「ページ数」、「送信先のパス」を任意の順番＊で記録します。
業務システムとの連携をサポートし、「誰が・いつ・どこで・どのよう
に」スキャンしたかを監視・トレースできます。
＊項目順の可変は、ソフトウェアのバージョンアップにより2017年夏頃に対応予定です。

カラードロップアウト

白紙スキップ

文字向き検知

半折りスキャン

背景スムージング

影消し機能

○○○20161026123456001.pdf

日付文字列 カウンター時刻

「カスタムファイル名設定」

「自動的にファイル名をつける」

「ファイル名」入力

「文字列」、「ユーザー名」、「日付」、「時刻」、「デバイス名」、「カウンター」を
任意で選択してファイル名に付与します。

スキャンした年月日と時間をファイル名に付与します。

スキャン時に任意入力したファイル名を付与します。

・インデックス文字列
・ユーザー名
・日付
・時刻
・デバイス名

取り込みScan to Folder

XMLファイルサンプル例

インデックス
ファイル

業務管理システム
・カウンター
・ファイル名
・ファイルサイズ
・ページ数
・送信先のパス

【インデックスファイルに記録できる項目】

誤送信を予防する「送信先確認画面」

など

最大積載数60枚（A4以下80g/㎡）
のADF（自動原稿送り装置）を搭
載。大量の原稿をまとめてセットでき
て便利です。また、排紙トレイには
排紙ストッパーや補助トレイを採用
し、原稿をきれいに整えます。推奨
処理枚数を1日最大6,000枚と強
化。大量のスキャン業務を支える高
耐久設計です。

大量スキャンも快適に「大容量給紙・高耐久設計」

異サイズ原稿をまとめてスキャンする際に生じやすい斜行搬送を抑える
「フィードローラー」や、原稿の重送を抑止する「リタードローラー」を採用。ま
た、原稿にあわせて分離/非分離給紙を選択可能。搬送の信頼性を高める
ローラーや機構が、スピーディーで正確なスキャン業務をサポートします。

安定した搬送性能で、原稿の斜行や重送を抑制

原稿搬送方向

1枚目

2枚目

リタードローラー

フィードローラー

誤送信を防止するため、再度送信先を確認

送信ボタンを押した後に... 送信完了

スキャン

登録

原稿の傾きを検知して水平に補正します。さらに、直線や文字列といった
原稿内容の傾きから補正を行う機能も追加搭載。原稿にあわせて2種の
モードから選択し、画像の傾きを効果的に抑えられます。
※文字が斜めに書いてある場合など、原稿の種類により正しく補正されない場合があります。

2 種の斜行補正で、画像の傾きを自動補正

搬送時の原稿の傾きを補正する 画像の傾きを補正する

ファイルを自動分割する「パッチコード/白紙バッチ区切り機能」ファイル形式はPDF/JPEG/TIFF/PNGに対応

原稿の間にパッチコードシート＊や白紙
を挟み込むことで、一度のスキャン操作
で生成するファイルを分割できます。数
回に分けての給紙やスキャンを繰り返す
手間を軽減し、業務を効率化します。
＊パッチコードによるバッチ区切りは、ソフトウェアの
バージョンアップにより2017年夏頃に対応予定です。

マルチ・シングルのページ選択がPDF/TIFFで、圧
縮率設定がPDF/JPEGで行えます。さらに、暗号
化とパスワード設定が可能な「セキュリティー
PDF」、ISO規格の「PDF/A」、全文検索が可能な

「サーチャブルPDF」の生成が可能です。

用紙サイズ自動検知

カラー白黒自動検知

PDF JPEG

TIFF PNG

2枚以上の原稿が重なって給紙された時には、超音波センサーが微妙な変化
を感知し、原稿の重送を知らせて搬送を自動的にストップします。さらに、「リト
ライ機能」を新搭載。給紙口で重送を検知した原稿を自動的に逆搬送し、再
度給紙を行うことでスキャンを実行します。ページ欠落の要因となる重送を防
ぎ、正確なデータ生成をサポートします。

重送を知らせる「超音波重送検知」＋「リトライ機能」
超音波発信センサー

超音波発信センサー原稿搬送方向

＊カスタムファイル名設定時。



読み取りスピードの高速化を図り、カラー・白黒ともに最速45枚/分＊を実
現。さらに両面原稿も一度の搬送で表裏を同時に読み取り、スピードを
落とすことなく最速90面/分＊の高速スキャンが可能です。
＊A4タテ・200dpi時。 ※スキャン速度は、各種設定により異なります。

5 6

カラー・白黒45枚 /分の高速スキャン

わずか4.5kgのコンパクトボディーを実現。
未使用時は排紙トレイを折りたたみ、液晶
を保護するダストカバーになる省スペース設
計です。PCと接続せずに使用できるためカ
ウンターなどの限られたスペースでもすっき
り設置できます。

排紙トレイが折りたためる「軽量・コンパクト設計」

暗号化でセキュアなデータ送信を実現

文字や線を意図的に太くスキャンすることができます。データの視認性や
OCRの認識率を高めたい時に便利な機能です。
※ソフトウェアのバージョンアップにより2017年夏頃に対応予定です。

テキストの視認性を高める「文字・線の太さ補正」

電子文書のクオリティーを高める「多彩な画像処理性能」

Performance 優れた搬送性能と画像処理性能で、両面原稿も高速読み取り。
幅広い用紙に対応し、正確で、安定したスキャニングを実現。 Usability ユーザーの身近に置けて、手軽に操作できる「簡単スキャナー」。

コンパクトなボディーに、使いやすさを高める機能が満載です。

Security 暗号化通信や誤送信の予防にくわえ、クラウドサービスとの連携も可能。
情報漏えいリスクを回避するために、セキュリティーを強化しました。

Management 遠隔拠点のスキャナーでも、一括管理できるソフトウェアを標準同梱。
デバイスの管理・運用面まで、使いやすさにこだわりました。

解像度
スキャンモード

A4片面（枚/分）

A4両面（面/分）

白黒 256階調
グレー

24ビット
カラー 白黒 256階調

グレー
24ビット
カラー

45 45 45 45 45 35

90 90 90 90 90 70

200dpi 300dpi

多様な原稿サイズ・紙種のスキャンに対応

27g/㎡の薄紙から255g/㎡の厚
紙＊、名刺などの小さな用紙や、最
大3,048mmの長尺紙など、幅広
い原稿サイズ・紙種に対応。異な
るサイズ・厚さの原稿も一度にまと
めて効率的にスキャンできます。
＊非分離給紙ON時。

免許証やエンボス加工されたプラス
チックカードなどのスキャンが可能
です。さらに、オプションの専用キャ
リアシート＊を使用することでパス
ポートのスキャンにも対応します。
＊キャリアシート（パスポート用）選択時。

プラスチックカードやパスポートにも対応
3種の「ネーミングスキーマ」機能により、スキャンデータに自動でファ
イル名を付与することができます。また、ファイルに付与する「文字
列」、「日付」などの項目は任意で順番を入れ替える＊ことが可能です。
＊項目順の可変は、ソフトウェアのバージョンアップにより2017年夏頃に対応予定です。

SFTPに対応したファイル転送や、SSL通信などの暗号化技術を採用。
第三者によるデータの盗聴や改ざんを防ぎます。

複数のスキャナーの一括管理を実現「ScanFront Administration Tool」

スキャンデータの送信先に誤りがないように、送信前に改めて「宛先確認
画面」を表示させて確認を促すことができます。

複数のスキャナーの設定・登録を一括で処理できる管理ツールです。ジョブボタン登録、ユーザー
管理＊、ソフトウェアのバージョンアップ、設定のバックアップなどが同一ネットワーク上のPCから
行えます。また、スキャナーのセットアップに便利なバックアップ/リストア機能も搭載しています。
＊「ScanFront Administration Tool」を使用したユーザー管理は、2017年夏頃予定のバージョンアップにより対応します。
※ 対応OSはWindows Vista（32bit/64bit）/Windows 7（32bit/64bit）/Windows 8（32bit/64bit）/Windows 8.1（32bit/64bit）
/Windows 10（32bit/64bit）/Windows Server 2008（32bit/64bit）/Windows Server 2008 R2（64bit）/Windows Server 2012（64bit）
/Windows Server 2012 R2（64bit）です。 ※ 使用プロトコルはHTTPSです。 ※ .NET Framework4.5以降が必要となります。

クラウドサービス「HOME」に対応

「HOME」は、強固なセキュリティーと効率的なクラウドサービスを手軽な
月額料金で提供するキヤノンのIT支援サービスです。ScanFront 400は
HOMEと連携し、スキャンデータ活用・管理の安全性を高めます。

第三者のスキャナー使用を防ぐ「自動ログアウト」
設定時間内に操作が行われない時は、自動的にログアウトを実行し、
操作時にログイン画面に戻ります。万一、ユーザーがログアウトを忘れた
場合に、第三者によるスキャナーの利用を防ぎます。

ファイル名を自動付与する「ネーミングスキーマ」

システムとの連携を容易にする「インデックスファイル送信機能」

Scan to Folder/Scan to FTP実行時に、スキャンデータと同時に
インデックスファイル（メタデータ）を作成できます。XML/CSV形
式を選択でき、「インデックス文字列」、「ユーザー名」、「日付」、「時
刻」、「デバイス名」、「カウンター」、「ファイル名」、「ファイルサイ
ズ」、「ページ数」、「送信先のパス」を任意の順番＊で記録します。
業務システムとの連携をサポートし、「誰が・いつ・どこで・どのよう
に」スキャンしたかを監視・トレースできます。
＊項目順の可変は、ソフトウェアのバージョンアップにより2017年夏頃に対応予定です。

カラードロップアウト

白紙スキップ

文字向き検知

半折りスキャン

背景スムージング

影消し機能

○○○20161026123456001.pdf

日付文字列 カウンター時刻

「カスタムファイル名設定」

「自動的にファイル名をつける」

「ファイル名」入力

「文字列」、「ユーザー名」、「日付」、「時刻」、「デバイス名」、「カウンター」を
任意で選択してファイル名に付与します。

スキャンした年月日と時間をファイル名に付与します。

スキャン時に任意入力したファイル名を付与します。

・インデックス文字列
・ユーザー名
・日付
・時刻
・デバイス名

取り込みScan to Folder

XMLファイルサンプル例

インデックス
ファイル

業務管理システム
・カウンター
・ファイル名
・ファイルサイズ
・ページ数
・送信先のパス

【インデックスファイルに記録できる項目】

誤送信を予防する「送信先確認画面」

など

最大積載数60枚（A4以下80g/㎡）
のADF（自動原稿送り装置）を搭
載。大量の原稿をまとめてセットでき
て便利です。また、排紙トレイには
排紙ストッパーや補助トレイを採用
し、原稿をきれいに整えます。推奨
処理枚数を1日最大6,000枚と強
化。大量のスキャン業務を支える高
耐久設計です。

大量スキャンも快適に「大容量給紙・高耐久設計」

異サイズ原稿をまとめてスキャンする際に生じやすい斜行搬送を抑える
「フィードローラー」や、原稿の重送を抑止する「リタードローラー」を採用。ま
た、原稿にあわせて分離/非分離給紙を選択可能。搬送の信頼性を高める
ローラーや機構が、スピーディーで正確なスキャン業務をサポートします。

安定した搬送性能で、原稿の斜行や重送を抑制

原稿搬送方向

1枚目

2枚目

リタードローラー

フィードローラー

誤送信を防止するため、再度送信先を確認

送信ボタンを押した後に... 送信完了

スキャン

登録

原稿の傾きを検知して水平に補正します。さらに、直線や文字列といった
原稿内容の傾きから補正を行う機能も追加搭載。原稿にあわせて2種の
モードから選択し、画像の傾きを効果的に抑えられます。
※文字が斜めに書いてある場合など、原稿の種類により正しく補正されない場合があります。

2 種の斜行補正で、画像の傾きを自動補正

搬送時の原稿の傾きを補正する 画像の傾きを補正する

ファイルを自動分割する「パッチコード/白紙バッチ区切り機能」ファイル形式はPDF/JPEG/TIFF/PNGに対応

原稿の間にパッチコードシート＊や白紙
を挟み込むことで、一度のスキャン操作
で生成するファイルを分割できます。数
回に分けての給紙やスキャンを繰り返す
手間を軽減し、業務を効率化します。
＊パッチコードによるバッチ区切りは、ソフトウェアの
バージョンアップにより2017年夏頃に対応予定です。

マルチ・シングルのページ選択がPDF/TIFFで、圧
縮率設定がPDF/JPEGで行えます。さらに、暗号
化とパスワード設定が可能な「セキュリティー
PDF」、ISO規格の「PDF/A」、全文検索が可能な

「サーチャブルPDF」の生成が可能です。

用紙サイズ自動検知

カラー白黒自動検知

PDF JPEG

TIFF PNG

2枚以上の原稿が重なって給紙された時には、超音波センサーが微妙な変化
を感知し、原稿の重送を知らせて搬送を自動的にストップします。さらに、「リト
ライ機能」を新搭載。給紙口で重送を検知した原稿を自動的に逆搬送し、再
度給紙を行うことでスキャンを実行します。ページ欠落の要因となる重送を防
ぎ、正確なデータ生成をサポートします。

重送を知らせる「超音波重送検知」＋「リトライ機能」
超音波発信センサー

超音波発信センサー原稿搬送方向

＊カスタムファイル名設定時。



業務に合わせて、使いやすく進化する。

PCレスで
ワンタッチ

■ScanFront 400の主な仕様
本体・スキャン機能仕様

卓上型ネットワーク対応シートスルースキャナー
タッチパネル式10.1インチTFT液晶パネル
50㎜～216㎜
54㎜～356㎜
分離給紙時：0.04㎜～0.25㎜（27～209g/㎡）
非分離給紙時：0.04㎜～0.30㎜（27～255g/㎡）
サイズ：54㎜×86㎜　カード厚：1.4㎜以下
最大3,048㎜まで
パスポート：可（キャリアシートが必要）、感圧紙：可（向きに制限あり）、
裏カーボン紙：不可、バインダー開穴紙：可（直径8㎜以下の2、3、4穴のみ）、
折れ・しわ：伸ばしてから給紙のこと
A4サイズ以下の原稿：60枚（80 g/m²）、A4サイズを超える原稿：40枚

（80 g/m²）どちらの場合も高さ10mm（カール量込み）を超えないこと
～約6,000枚/日
CIS
片面／両面
白黒、誤差拡散、文字強調、256階調グレースケール、24bitカラー、
カラー白黒検知
600dpi
100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi＊2、
300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
片面 200dpi：45枚/分、300dpi：45枚/分
両面 200dpi：90面/分、300dpi：90面/分
片面 200dpi：45枚/分、300dpi：45枚/分
両面 200dpi：90面/分、300dpi：90面/分
片面 200dpi：45枚/分、300dpi：35枚/分
両面 200dpi：90面/分、300dpi：70面/分
自動（分離給紙）/手差し（非分離給紙）
LANポート 10Base-T／100Base-TX／1000Base-T、USB2.0×3
自動サイズ検知、斜行補正、文字向き検知、裏写り・地色除去、
白紙スキップ、半折りスキャン、カラー白黒検知
重送検知機能
赤、青、緑、（強調モードあり）
100V（50/60Hz）
動作時（最大）：36W、ローパワーモード時：2.0W、電源OFF時：0.2W
温度 10～32.5℃ ： 湿度 20～80％RH
本体：約4.5kg（ACアダプターを除く）
給紙トレイ（閉状態）W:305㎜ D:282㎜ H:230㎜
給紙トレイ（開状態）W:305㎜ D:629㎜ H:366㎜
給紙トレイ、ACアダプター、電源コード、セットアップ・オペレーションガイド、
取扱説明書／アプリケーションディスク、保証書

型式
操作パネル
読取原稿サイズ 幅
 長さ
 厚さ

 読取カード
 長尺＊1

 特殊原稿

積載枚数

推奨処理枚数
読取センサー
読取面
読取モード

光学解像度
出力解像度

解像度：読取スピード＊3 白黒
（A4・タテ方向・標準モード時）
 256階調グレースケール

 24bitカラー

給紙方法
インターフェース
主な画像処理機能

その他機能
ドロップアウトカラー
電源
消費電力
使用環境
重量
外形寸法

同梱物

ネットワーク仕様
プロトコル
IPアドレス
その他

ネットワークコネクター

TCP/IP
自動取得（DHCP）または固定アドレス
Active Directory（NTLM 認証）
またはOpenLDAP（Simple認証）対応
RJ-45（10Base-T/100Base-TX/1000Base-T）

キヤノン・ケア・ギャランティ（CCG）

送信機能仕様

スポットサービス

Scan to Mail 対応プロトコル
 
 対応バージョン
Scan to FTP＊4 対応プロトコル
 対応バージョン

Scan to FAX 対応プロトコル
 対応バージョン
Scan to Folder 対応プロトコル
 対応バージョン

Scan to USB Memory＊6 対応ファイルシステム
Scan to Printer 利用可能プリンター
対応ファイル形式 白黒

 グレースケール

 カラー

 カラー白黒検知

対応圧縮形式

ユーザー認証 本体/サーバー認証

宛先登録

標準SMTP、POP before SMTP、SMTP認証（LOGIN）、SMTP認証（PLAIN）、
SMTP認証（CRAM-MD5）、SMTPS、STARTTLS
Microsoft Exchange Server 2013、Sendmail 8.14.7-4.el7/postfix 2.10.1-6.el7
FTP、FTPS(Explicit/Implicit)、SFTP
Microsoft Internet Information Service Version 7.0/7.5/8.0/8.5、
VSFTP3.0.2-9-.el7、ProFTPD 1.3.5a-2.el7
Scan to Mailと同様

SMB
Windows Vista（32bit/64bit）/Windows 7（32bit/64bit）/Windows 8（32bit/64bit）/
Windows 8.1（32bit/64bit）/Windows10（32bit/64bit）/
Windows Server 2008（32bit/64bit）＊5/
Windows Server 2008 R2（64bit）＊5/Windows Server 2012（64bit）＊5/
Windows Server 2012 R2（64bit）＊5/Samba Server 4.2.3-10-.el7
FAT16/FAT32/EXFAT
FTPプリント機能が利用可能なプリンター
PDF（シングルページ/マルチページ、サーチャブルPDF生成機能、暗号化PDF
生成機能、PDF/A対応）、TIFF（シングルページ/マルチページ）、PNG
PDF（シングルページ/マルチページ、サーチャブルPDF生成機能、暗号化PDF
生成機能、PDF/A対応）、TIFF（シングルページ/マルチページ）、JPEG、PNG
PDF（シングルページ/マルチページ、サーチャブルPDF生成機能、暗号化PDF
生成機能、PDF/A対応）、TIFF（シングルページ/マルチページ）、JPEG、PNG
PDF（シングルページ/マルチページ、サーチャブルPDF生成機能、暗号化PDF
生成機能、PDF/A対応）、TIFF（シングルページ/マルチページ）、PNG
PDF：高圧縮、ノーマル（圧縮率の指定可）
JPEG：JPEG圧縮（圧縮率の指定可）、TIFF：G4圧縮
ユーザー名・パスワード入力（最大100ユーザー）
Active Directory（Windows Server 2008（32bit/64bit）＊5/
Windows Server 2008 R2（64bit）＊5/Windows Server 2012（64bit）＊5/
Windows Server 2012 R2（64bit）＊5）
※Active Directory認証はSSL通信にも対応。
共有アドレス、個人アドレス（最大合計5,000件）

グリーン
購入法適合

12,000円

12,000円

6,000円

実費

＊1 解像度200dpi以下でスキャンする必要があります。また、半折りスキャンは併用不可です。　＊2 ソフトウェアのバージョンアップにより、2017年夏頃に対応予定です。　＊3 スキャン開始からScanFrontアプリケーション上でファイルが作成され「送信Ready」になるまでの速度。
Webアプリケーションモードでの速度は、接続するアプリケーションにより異なります。　＊4 ファイヤーウォール超え通信対応は、ソフトウェアのバージョンアップにより、2017年夏頃対応予定です。　＊5 Windows Server 2008/2012をご利用の場合、適切なマイクロソフト クライ
アントアクセスライセンスが必要です。　＊6 全てのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。未フォーマットやパスワード入力などの特殊な操作を必要とするUSBメモリーは動作対象外です。フォーマットはすべてのファイルを削除するだけの簡易機能のみ搭載。ファイル
システム変更などは非対応。

■Support

※訪問修理時に必要な部品（ローラー等）はサービス範囲に含まれますが、予備として必要な場合は、消耗品（交換ローラーキット等）の購入をお願いします。　別途、消耗品（交換ローラーキット等）をお客さまが購入された場合の代金は返金致しません。※スキャナー用のキヤノンサービスパックには、以下の料
金は含まれません。別途指定の料金をお客様にご請求させていただきます。　1.本体およびオプション類の設置料金。　2.ソフトウェアのインストール、設定にかかる料金。　3.キヤノン製の一部オプション/キヤノン製以外のオプションの修理・交換にかかる部品代金および設置料金。　4.消耗品（キャリアシー
ト等）の代金。　［ご注意］スキャナー用キヤノンサービスパックは右記に記載のスキャン枚数を使用の目安としています。　・スキャナー タイプB＝スキャン枚数、月間20,000枚程度。　※上記を超えるご使用が想定される場合は、定期点検サービスプランをご用意している「キヤノン・ケア・ギャランティ（CCG）」を
お勧めします。

対象機種

ScanFront 400 スキャナータイプB 訪問修理 7950A167 54,000円 7950A168 75,000円 7950A169 98,000円

3年間 4年間 5年間

商品コード 標準価格（税別） 商品コード 標準価格（税別） 商品コード 標準価格（税別）

7950A437 27,000円

保証延長1年間

商品コード 標準価格（税別）
商品名

CCGは、安心をお届けする「保守サービス制度」です。オフィスのOA化が進行する中、OA機器の複合化、パーソナル化が急ピッチで進んでいます。これらの多彩なOA機器を、いつもベストコンディションで安心して
ご使用いただくために、キヤノンマーケティングジャパンでは「CCG（キヤノン・ケア・ギャランティ）」をご用意しました。さまざまなOA機器を幅広くカバーし、料金割引制度等の特典が揃ったCCGをぜひご検討ください。

Canon
Care
Guaranty※CCGのサービス詳細に関しましては、ご購入元またはキヤノンお客様相談センターまでお問い合わせください。

●製品改良の為、デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●その他の社名や商品名は各社の登録商標または商標です。●政府発行の紙幣、政府発行の有価
証券などをスキャニングするとその使用如何に拘わらず法律に違反し、罰せられます。関連法律・刑法第148条、第149条、第162条・通貨及証券模造取締法第1条、第2条等。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他
これに準ずる限られた範囲内で使用するためにスキャニングする以外は禁じられています。●カタログに使用した画面は、一部ハメコミ合成です。

※設置作業料金に含まれる範囲は、本体の開梱、据付、本体単体テスト動作確認になります。ネットワーク環境への接続・設定等の作業に関しま
しては、別途取扱店またはキヤノンマーケティングジャパン営業所にご相談ください。　※訪問料は１人１回あたりの料金です。　※搬入料は、標準
的な搬入にかかわる参考料金です。特殊作業（階段作業、クレーン車使用等）の場合は、別途料金が必要となります。あらかじめご了承ください。　
※各種ユースウェア料金および保守料金は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社の標準小売価格です。　※補修用性能部品（製品性能を
維持するための部品）の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。　※本体設置後に改めて上記サービスを利用される場合には、訪問料金

（10,000円）を加算します。　※訪問料金は、サービス拠点より片道30km以内もしくは1時間以内であり、これを超える場合には別途料金が加算
されます。　※上記の価格は、2016年11月現在の価格です。

※本価格表に掲載のスキャナー本体の無償修理保証期間は、お買い上げより1年です。　※訪問料金は、サービス拠点より片道30km以内
もしくは1時間以内であり、これを超える場合には別途料金が加算されます。　※サービス条件の詳細に関しましては、ご購入元またはキヤノン
お客様相談センターまでお問い合わせください。

③部品代金またはユニット修理代

①訪問料金

②技術料金

　簡易技術料金
ScanFront 400

訪問修理対象製品 訪問修理料金 =（①＋②＋③）円（税別）
1,000円

5,000円

10,000円

設置作業料金
搬入料金

ScanFront 400
訪問料金

対象機種 料金（税別）

キヤノンサービスパック（CSP）　キヤノンサービスパックの購入料金が、契約期間中のサービス料金に相当します。

ユースウェア料金　本体および一部オプションで、搬入設置作業を行う場合、ユースウェア料金が必要になります。

1255C001

1550C001

0697C002

4,800円

228,000円ScanFront 400

交換ローラーキット
（交換目安：20万枚）

キャリアシート
（パスポートサイズ）

キャリアシート
（A4サイズ）

2,300円

0697C0013,800円

商品名 標準価格（税別） 商品コード

1116P20 00529977

2016年11月現在

●お求めは信用のある当社で

安全にお使い
いただくために

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

キヤノンお客様相談センター

キヤノン スキャンフロント ホームページ
製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

受付時間〈平日〉9時00分～17時00分
　　　　（土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9156を
　ご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ネットワークスキャナー
（ScanFront）

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

「国際エネルギースタープログラム」
基準に適合
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