ファイル名自動設定ソフトウェア

帳票OCR
ファイルネーミング Ver.2
希望小売価格

80,000円（税抜）

※掲載価格には消費税は含まれておりません。

パナソニック OCR ソリューション

複合機やスキャナーでスキャンした大量の紙文書を
らくらく電子化・らくらく保存

PDF

ファイル名

AB-00123.pdf
ファイル名の設定条件
・指定した箇所の OCR 認識結果
・スキャン画像の作成日時
・QR コードの認識結果
・文字列と連番

● スキャンデータのOCR認識結果をファイル名にして保存
● 複数ページのスキャンデータを自動分割
● 全文検索可能な透明テキスト付きPDFファイルに変換

体 験版ダウンロード
体験版は、
「帳票 OCRファイルネーミング」のすべての機能が 30日間無料でお試しいただけます。

http://www.panasonic.com/jp/business/its/ocr̲fn/demo.html

ファイル名自動設定

スキャンデータ登録業務の効率化！

スキャナーや複合機からスキャンした画像の OCR 認識結果をファイル名に
設定して、PDFファイルや画像ファイルに保存できます。
スキャンデータ登録時のファイル名設定作業の効率化を実現できます。
PDF

PDF、画像ファイルへの変換

検索性の向上！

スキャナーや複合機から読み込んだ帳票画像を、透明テキスト付きPDF
ファイルや画像ファイルに変換できます。
たとえば、透明テキスト付きPDFファイルに変換することで、全文検索によ
るドキュメント検索が可能になります。
画像ファイルに変換
PDF

BMP

ファイル名
A B-0 0 1 2 3 . pdf

J PG

TIFF

ファイル名の設定条件
画像ファイル形式

・指定した箇所の OCR 認識結果
・スキャン画像の作成日時
・QR コードの認識結果
・文字列と連番

発注書

・PDF 形式（画像 / 透明文字付き / 高圧縮）
（*.pdf）・BMP 形式（*.bmp）
・JPEG 形式（*.jpg/*.jpeg）・TIFF 形式（非圧縮 /G4）
（*.tif/*.tiﬀ）

※ファイル名の設定条件は、組み合わせが可能です

スキャン画像の自動分割

スキャン画像「仕分け」作業の簡略化！

スキャナーや複合機から読み込んだ複数ページの画像データを自動で分
割できます。分割の条件はフォーマットや QRコードなどを設定でき、大量
の書類をドキュメント化する際に便利な機能です。

ン
ショ
オプ

フォルダー振り分け

帳票「仕分け」作業の簡略化！

スキャナーや複合機で読み込んだ帳票画像を、ファイル名やフォーマット
を振り分け条件として、指定フォルダーへ自動的に振り分けます。
ドキュメント登録時の仕分け作業を自動化できます。
帳票C

帳票A

帳票B

大量の書類

FMT

帳票A

帳票B

設定可能な振り分け条件
・元のフォルダー構成
・フォーマットごと
・ファイル名からフォルダー作成
・指定した箇所の OCR 認識結果

フォーマットや
QR コードを条件に
自動分割
ン
ショ
オプ

複数端末認識オプション

変換作業を分担！

複数端末の「帳票 OCR ファイルネーミング」から同じフォルダーに保存してある画像
ファイルを変換する場合に、排他制御をして、同じ画像の変換を防ぐことができます。
動作環境

価格一覧

基本ソフトウェア

Microsoft Windows 7 SP1 以上 日本語版

製 品 名

帳票 OCR
ファイルネーミング Ver.2

Microsoft Windows Vista SP2 以上 日本語版

CPU / メモリー

製品

年間

製品

フォルダー振り分け
オプション

年間
保守

お使いのOSが推奨する環境以上
ディスプレイ

製品

フォルダー監視オプション
年間

1024×768 以上（High color 以上）

保守

コピープロテクト
本ソフトウェアはコピープロテクトされています。
動作環境で発行されるIDを使用してパスワードを発行する

製品

複数端末認識オプション
年間

必要があります。
※1 Windows Vista の各エディションは、32ビット版に限り対応しています。
※2 Windows 10 / 8 / 7 の 64 ビット版では、WOW64 サブシステム上
で、32 ビットアプリケーションとして動作します。

保守

FR-PRD-900201
80,000 円（税抜）
FR-SUP-900201
12,000 円（税抜）

オールインワンパッケージ
活字や手書きの帳票のスキャン画像を編集可能な文字データ
に変換するソフトウェアです。日々大量に発生するオフィスの
帳票入力作業を自動化し、業務効率を大幅にアップできます。
・アンケート用紙
・注文書
・自動車検査証など
・納品書
・勤怠管理票
・申込書
・問診票

FR-SUP-900204
10,500 円（税抜）

各種システム

FR-PRD-900205
100,000 円（税抜）
FR-SUP-900205
15,000 円（税抜）
FR-PRD-900206
50,000 円（税抜）

スキャナーで
データ取り込み
OCR 認識を行い、
編集可能なテキストデータに変換

FR-SUP-900206
7,500 円（税抜）

・受発注システム
・仕入管理システム
・与信管理システム
・勤怠管理システム
・テスト採点システム
・問診票集計システム
・申込書入力システム
各種システムに転送

希望小売価格

398,000 円（税抜）
無料体験版ダウンロード/30日間無料

http://www.panasonic.com/jp/business/its/ocr̲form/demo.html

http://www.panasonic.com/jp/business/its/ocr̲fn.html

0570-087870

お問い合わせは

業務向けＯＣＲ＋ファイルネーミング

FR-PRD-900204
70,000 円（税抜）

※オプション製品はオプションを搭載する「帳票 OCR ファイルネーミング」毎に
ご購入が必要となります。
●保守サービス内容 1.メールによるQ&Aサービス2.マイナーバージョンアップ
時のメディア無償提供サービス ●保守サービス受付時間 10 時〜 12 時、
12 時 45 分〜 17 時 30 分（土・日・祝・当社指定休業日を除く）●オプショ
ン製品を追加で購入された場合の保守期間は、
「帳票 OCR ファイルネーミ
ング Ver.2」の保守期間に準じます。

商品・システム情報を載せたホームページです。
ぜひ一度ご覧ください。

データ処理の自動化！

指定フォルダーを監視し、スキャンした画像がフォルダーに登録されると
自動的に処理を開始します。

型番・希望小売価格

保守

ハードディスク
450MB 以上の空き容量

フォルダー監視

※掲載価格には消費税は含まれておりません。

Microsoft Windows 10 日本語版
Microsoft Windows 8 / 8.1 日本語版

ン
ショ
オプ

帳票C

受付：9 時〜17 時 30 分（土・日・祝・当社指定休業日除く）

受付後、当社担当よりご連絡いたします。

ホームページからのお問い合わせは
〒105-0021

東京都港区東新橋2丁目12番7号

http://www.panasonic.com/jp/company/pstc/contact.html

住友東新橋ビル2号館

●記載されている内容は、2016年10月現在のものです。予告なしに変更する場合もございますので、
あらかじめご了承ください。
●本サービスは法人のお客様を対象としています。個人のお客様は対象外とさせていただきます。●本サービスの利用にはインターネット接続環境が必要です。
●本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、™、®マークは基本的に明記していません。
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