
最大36枚セット可能

■しまい込んでいた写真を大量・高速にスキャン
■色褪せた写真も鮮やかな色で保存

写真の整理や片づけに役立つ

A4フォトスキャナー

e p s o n . j p / f  f 6 8 0 w s p /
FF-680Wの詳細は、特設ページをご確認ください。

FF-680WNEW オープンプライス

思い出の写真をスキャンして楽しむ

プレゼントに
してもいいね！

大画面で見る まとめて
フォトブックに

スマホ、タブレットで
シェア

なつかしい
写真があった！大画面だと

迫力あるね！

FF-680W

My Memory Scan
美しく残したい想い出がある



カタログコード：FF680WCAT1（2019年2月6日現在）

お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。ご購入を検討されているお客様
カラリオインフォメーションセンター　商品型番がGTから始まる製品のご購入をお考えの方に、製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

電話のかけ間違いが増えておりますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

＊受付時間につきましては、エプソンのホームページをご確認ください。
＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、
　NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-589-5252までおかけ直しください。

050-3155-8033 （1月1日および弊社指定休日、当社システムメンテナンスのためにご利用いただけない場合を除く）

〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー29階 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

＊カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。＊カタログ上の画面は、一部ハメコミ合成です。＊このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2019年2月6日現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合がありますがご了承ください。
＊Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。＊Windowsは、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。＊macOS、OS Xは、Apple Inc.の商標です。＊スキャナーは画像を入力するものであり、加工にはパソコンが、出力についてはプリンター、メールに
ついてはモデム等が必要です。＊お客様がスキャナーで取り込んだ画像データは個人として楽しむなどの他は、著作権法上権利者に無断で使用できません。

●このカタログの標準価格には消費税は含まれていません。●製品購入にあたって、取扱販売店に設置、操作指導などを依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、
国内限定です。●カタログ記載内容に関するお問い合わせは、お近くの取扱販売店または当社にお尋ねください。●本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っていません。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

● FF-680W仕様一覧
型式 シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー

走査方式 読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り

搭載センサー カラーCIS×2

光源 RGB3色LED

光学解像度※1 （主走査×副走査） 600dpi×600dpi

読み取り解像度※2 Epson FastFoto使用時：300dpi / 600dpi / 1200dpi
Epson ScanSmart使用時：50～1200dpi （1dpi 刻み）

最大原稿サイズ ＜写真＞
写真：8ｘ10インチ
パノラマ写真(含：長尺）：8.5ｘ36インチ
＜ドキュメント＞
A4、USレター、リーガル、長尺紙（215.9×6096mm）※5
A3/B4（キャリアシート使用時）

最大有効領域 ＜写真＞
最大：215.9×914.4mm　（8.5×36インチ）
＜ドキュメント＞
最大：215.9×6,096mm　（8.5×240インチ）※5

読み取り階調 RGB各色10bit入力/8bit出力

出力フォーマット Epson FastFoto使用時：JPEG、TIFF
Epson ScanSmart使用時：JPEG、PDF

インターフェイス※3 標準 USB 3.0（Super Speed）、IEEE802.11b/g/n

ADF※4 ●

電源/（電源周波数） AC100-240V（ACアダプター）/（50/60Hz）

環境条件
温度 動作時：5～35℃、保管時：-25～60℃

湿度 動作時：15～80％（非結露）、保管時：15～85％（非結露）

消費電力 USB接続時
動作時：約17W
レディー時：約9.2W
スリープモード時：約1.2W
電源オフ時：0.1W

Wi-Fi®接続時
動作時：約18W
レディー時：約9.2W
スリープモード時：約1.4W
電源オフ時：0.1W

外形寸法（W×D×H） 296×169×176mm

質量 約3.7kg

本体同梱品 USB3.0ケーブル（約1.5m）、電源アダプター、電源コード
セットアップガイド、保証書、ソフトウェアCD-ROM
キャリアシート（1枚）、クリーニング用クロス（1枚）

対応OS※6 Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
OS X/macOS 10.11.x～

保証期間 1年間持ち込み修理保証

● ADF（オートドキュメントフィーダー）仕様表
両面・片面 両面

原稿サイズ ＜写真＞
L判、KG、2L判、8ｘ10、ポラロイド、パノラマ(最大8.5ｘ36インチ）
＜ドキュメント＞
A4、A5、A6、B5、B6、USレター、長尺紙、封筒、ハガキ、名刺、
プラスチックカード（エンボスありを含む）
二つ折りでキャリアシート使用時：A3、B4

給紙容量 ＜写真＞
L判、KG、2L判：36枚※7/8ｘ10：10枚/
ポラロイド：1枚/パノラマ（～12.0 inch)：10枚/パノラマ（12.1 ～36 inch）：1枚/キャ
リアシート1枚
＜ドキュメント＞
100枚（80g/㎡紙）/プラスチックカード（エンボスあり）1枚/プラスチックカード（エン
ボスなし）5枚/名刺30枚/ハガキ40枚/長尺紙1枚/封筒10枚/キャリアシート10枚

用紙厚 ＜写真＞
厚み0.3ｍｍ以下
＜ドキュメント＞
37～413g/㎡　＊A8サイズ以下127～413g/㎡、
プラスチックカード：厚さ1.24mm以下（エンボス含む　ISO7810 ID-1に準拠）、
キャリアシート：原稿厚さ0.3mm以下（キャリアシート含まず）

読取速度※8

エプソン自社基準測定値
（使用環境・方法により
異なります）

200dpi カラー
片面 写真：80枚/分　ドキュメント：45枚/分

両面  写真：160面/分　ドキュメント：90枚/分

300dpi カラー
片面 写真：80枚/分　ドキュメント：45枚/分

両面 写真：160面/分　ドキュメント：90枚/分

重送検知 超音波による重送検知、長さによる重送検知

● オプション・消耗品
型番 商品名 仕様 標準価格（税別）

DS53RKIT1 給紙ローラーキット 交換周期目安：20万スキャン 6,400円

DSCST2 キャリアシート 5枚セット（キャリアシートの交換目安は3,000スキャンです。）4,500円

DSCLKIT1 クリーニングキット クリーニング液、クリーニング用クロス 2,700円

＊FF-680Wには、標準でクリーニング用クロス、キャリアシートが各1枚同梱されています。

● エプソンサービスパック（定期交換部品含まず）
購入同時1年 購入同時3年 購入同時4年 購入同時5年

型番 料金（税別） 型番 料金（税別） 型番 料金（税別） 型番 料金（税別）

HFF6801 9,000円 HFF6803 42,000円 HFF6804 50,000円 HFF6805 56,000円

● エプソン引取保守パック（定期交換部品含まず）
購入同時1年 購入同時3年 購入同時4年 購入同時5年

型番 料金（税別） 型番 料金（税別） 型番 料金（税別） 型番 料金（税別）

KFF6801 1,480円 KFF6803 17,980円 KFF6804 22,980円 KFF6805 26,980円

A4フォトスキャナー（シートフィード）
FF -680WNEW

2

色あせた写真も鮮やかに復元
経年劣化で色あせてしまった写真を鮮やかに蘇らせる退色復元機能を搭載。

退色復元機能ON退色復元機能OFF

主な３つの特長
A4フォトスキャナー（シートフィード）

FF -680WNEW

1

紙焼き写真＊の大量・高速スキャンを実現
連続で高速スキャンができるシートフィードタイプの良さと、
高画質な絵作りで定評のあるエプソンの画像処理技術を兼ね備えた、
新しいタイプのフォトスキャナー。
＊破れた写真、のりなどが付いた写真などは同梱のキャリアシートをお使いください。

写真スキャン用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意
わかりやすい操作ステップで、写真を手間なくスキャンできる写真専用
アプリケーション。写真の読み取りから保存・送信・共有がかんたん。

3
＊アプリケーションの詳細はWebをご覧下さい。

※1：ISO 14473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のサンプリングレート。※2：読み取り解像度が高解像度になると、読み取り範囲は制限されます。※3：複数のインターフェイスからの同時使用（同時アクセス）は不可。※4：オートドキュメントフィーダー。仕様については｢ADF（オートドキュメント
フィーダー）仕様表｣をご参照ください。※5：300dpi以下で対応。長尺紙の長辺は、200dpi以下の時は6,096mm、201dpi～300dpiの時は5,461mm。＊ネットワークスキャンの場合、スキャナーとクライアントPCは同一セグメント内でご使用ください。※6：最新のOS対応情報および注意事項については
エプソンのホームページをご覧ください。 ※7：厚み0.23以上は30枚※8：Wi-Fi®接続時は、環境や設定、使用端末や原稿により読み取り速度が低下する場合があります。
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