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企業内の文書や帳票の電子化を効率的に実現
文書分類ソフトウェア「e.Document Sorter」は、企業内の文書や帳票の電子化を効率的に実
現します。スキャナやファクシミリ（複合機）等で取り込んだ画像ファイルを高度な識別アル
ゴリズムで、分類（仕分け）作業の自動化が可能です。

3種の識別情報により幅広い文書や帳票に対応可能
長年の OCR ソフトウェア開発により培われた認識技術を搭載し、高精度な文書や帳票の識別
を実現します。また、文字・罫線・バーコード情報の 3 種類の識別情報を自由に組み合わせる
ことで、幅広い文書・帳票に対応可能です。
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商品特長

主な機能 動作環境

価格構成

e.Document Sorter 動作環境長年培われた信頼の認識エンジンで、高精度識別を実現
3 種類 ( 罫線 /OCR/ｺｰﾄﾞ）の識別条件の組み合わせが可能
操作性に優れた設定ツールで、簡単に振分条件設定が可能
豊富な基本機能（画像補正・リネーム・文字学習など）

マルチコア環境での高速処理を実現 *　　　＊ServerOS 版のみ

最新のプラットフォーム Windows 10 に対応

文書分類ソフトウェア　e.Document Sorter*

文書分類ソフトウェア　e.Document Sorter モデル設定 プログラム  

本体価格 200,000 円（税別）　年間保守サービス価格 20,000 円（税別）
文書分類ソフトウェア　e.Document Sorter ServerOS 対応版 *

本体価格 400,000 円（税別）　年間保守サービス価格 40,000 円（税別）

本体価格 100,000 円（税別）　年間保守サービス価格 10,000 円（税別）
*「e.Document Sorter」は実行プログラムとなります。テンプレート作成、モデルの設定には
　「e.Document Sorter モデル設定 プログラム」が必要となります。

対応画像形式

［動作メモリ］ 1GB 以上
［CPU］ 上記 OS が正常に動作する機種

［対応 OS］ Windows 10 / 8.1 / 7
Windows Server2016
Windows Server2012 / Server2012 R2
Windows Server2008 / Server2008 R2

・BMP、TIFF（非圧縮 /G3 圧縮 /G4 圧縮）、JPEG、PDF
　※マルチページ TIFF の場合はページ指定可能
　※画像サイズは最大 A3、解像度は 200 ～ 600dpi、カラーに対応
　※縦横の解像度が異なる画像、および、モデル設定プログラムでの PDF は対応外
・登録モデル数　1 監視フォルダあたり 100 モデル
　※監視フォルダ数は最大 8 フォルダ

当社の最新活字 OCR エンジンを搭載

バーコードによる識別・分類
QR コード＊・1 次元バーコード対応 (JAN,ITF,CODE39,CODE128,NW-7) ＊マイクロ QR 不可

罫線情報による識別・分類 高速な文書や帳票の識別アルゴリズムを搭載

低品質な画質にも対応する高性能認識エンジン搭載

文字認識による識別・分類

四角枠・L 字・交差する罫線など抽出し、テンプレート照合により自動分類 / 振分します。

指定範囲内の文字列を高速検索（一致・部分一致）により、文書や帳票を自動分類 / 振分します。

文字情報をモデル登録

業績
報告書上場会社名　株式会社OCR

 （ URL http://ocr.jp　）
問合せ先
代表者役職・氏名 
代表取締役社長 山田一郎
責任者役職・氏名 
管理本部経理部長 加藤正　
1.四半期財務情報の作成等に係る事項
①会計処理の方法における簡便な方法の
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②最近連結会計年度からの会計処理の
 方法の変更の  オリジナルバッケージ開
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※記載された内容は2017年4月現在のものです。※記載された内容は予告なしに変更される場合があります。
※記載された会社名･製品名は各社の商標または登録商標です。

詳細情報はこちら　　　　    https://mediadrive.jp/

メディアドライブ事業部
<東京> 〒104-0014 東京都中央区新富 2-3-4 NJKビル
<大阪> 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 2-7-38 新大阪西浦ビル

TEL.03-5541-9655
TEL.06-6392-3970

● お問い合わせ

※各日本語版に対応。
※64bit 版 Windows では 32bit 互換モード (WOW64) で動作します。
※Windows 7 の XP モード、Macintosh は動作保証外となります。
※Microsoft .NET Framework 4.0 が別途必要です。
※「e.Document Sorter」はクライアント OS のみ対応
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