
アプリケーション

•	 リテール向け
•	 POSシステム
•	 在庫補充
•	 商品検品
•	 在庫管理

•	 サービス向け
•	 金輸機関
•	 公共施設
•	 公益事業

特長

• 長距離でワイドな読み取りエリアを実現
• 鮮明なスキャンライン
• 一般的な用途に適した読み取り深度をカバー
• 25mの通信エリアをカバーしたBluetooth無線装備
• アンドロイドOSやiOSでも接続が可能なBluetooth	HIDプロファイル	
を装備

• 簡単に工具不要で交換が可能な大容量リチウムイオンバッテリを内蔵
• バッテリの充電端子も一体化した新バッテリを装備
• USBやマイクロUSBケーブルでの充電もサポート
• 特許技術のグリーンスポット対応で快適な読み取り操作を実現
• 500個以上のバーコードデータのメモリー保存が可能でバッチモー	
ドでの運用も実現

• EASYOFCAREサービスにより世界中でサービスサポートを受ける

QUICKSCAN™ I QBT2131
バーコードデコード能力
今日、2次元コードの利用が増えていますが、バーコードのみが使
われているアプリケーションは依然として多く存在しています。請
求書に印字されている様な長いバーコードは事務処理や宅配便の送
り状等の様々なアプリケーションで使用されています。これらの長
いバーコードを狭い読み取りエリアと読み取り深度の2次元コード
リーダで読み取りをするのは困難な作業となります。

優れた読み取り性能
クイックスキャンQBT2131は広い読み取りエリアと読み取り深度
により、これらの長いバーコードを容易に読み取りが可能な仕様
となっております。QBT2131は鮮明に表示される読み取りスキャ
ンラインを持っており、これによって直感的な距離で読み取りが
可能な読み取り深度を有しています。	

無線通信仕様
(Bluetooth	バージョン)	Bluetooth無線仕様　QBT2131は上位ホス
トへは専用のベースステーション以外にも市販のBluetooth内蔵機
器へも通信が可能です。
QBT2131はアップル社のiOS機器やAndroid端末にもBluetooth	HID
プロファイルにより接続が可能です。
革新的な長寿命で交換可能なリチウムイオンバッテリはバッテリ
本体に充電端子部分が内蔵されていますので、バッテリを交換す
ることで常に確実な充電が可能です。
また、スキャナ本体に内蔵されているマイクロUSBポートを使用す
れば、充電ベースステーション無しでも、バッテリの充電や設定
ファイルのダウンロードが可能です。

G R E E N
S P O T



製品仕様
QUICKSCAN™ I QBT2131
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アクセサリー
ホルダー/自動読み取りスタンド 雑多

読取コード
1D	/	リニアコード 主な1D	コード	(	GS1	DataBar™	含)。

スタックコード
EAN/JAN	Composites;	GS1	DataBar	Composites;	
GS1	DataBar	Expanded	Stacked;	GS1	DataBar	
Stacked;	GS1	DataBar	Stacked	Omnidirectional;	UPC	
A/E	Composites

電気

バッテリ
リチウムイオン	1400	mAh	
充電時間:	約4時間(DC12V電源使用時);
読み取りサイクル:	1回のフル充電で連続30,000回以
上の読み取り

入力電圧 4.75	-	14	VDC

環境
周囲照度 0	-	120,000	lux

耐落下強度 ベース:	1.5メートルの高さからコンクリート面への５
０回の耐落下強度

ESD	耐圧(気中放電) 16	kV
湿度(結露のないこと) 90%
防塵防滴 IP42

温度 動作時:	0	~	50	°C	
保管/輸送時:	-40	~	70	°C

インターフェイス
インターフェイス Keyboard	Wedge	/	OEM	(IBM)	USB	/	RS-232	/	USB

外観仕様
カラー 黒,	白
寸法 16.3	x	9.1	x	4.1	cm

重量 リーダー:	190	g		
受信ベース:	221	g

読取範囲

D.O.F.	(定格)

印刷品質や周囲照度により異なります。
最小距離はシンボルの長さと読取確度によって異な
ります。	
		4	mils:	3	~	11	cm
		5	mils:	2	~	15	cm
		7.5	mils:	2	~	25	cm
10	mils:	2	~	36	cm
13	mils:	1	~	45	cm
20	mils:	4	~	70	cm

安全及び規制

各認証
各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご
確認頂けます。
用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしてい
ます。

環境認証 China	RoHS適合;	EU	RoHS適合

ユーティリティー
Datalogic	Aladdin™ Datalogic	Aladdinはダウロードしお使い頂けます。

OPOS	/	JavaPOS OPOS	and	Java	POS		ユーティリティー

Remote	Host	
Download

はダウンロードしてお使いいただけます
Remote	Host	Download	 お申し込み下さい

保証
保証 3年

読取性能
読み取りエリア 56°	+/-	2°

光源 赤色LED	610	-	650	nm

プリントコントラスト	
(最小) 25%

リードレート 400回/秒

読取角度 ピッチ:	+/-	65°;	ロール(チルト):		+/-	45°;		
スキュー(ヨー):	+/-	70°

読取表示 ブザー(音量・音程調整可);		
グリーンスポット-読み取り完了読み取り完了LED

最小分解能 0.102	mm	/	4	mils	(リニアコード)

コードレス通信
Bluetooth	ワイヤレステ
クノロジ

ピコネット:	ピコネット:	最大スキャナ数(レシーバー):	
7;	受信ベース使用時:	1

プロファイル HID	(ヒューマンインターフェイスデバイス)
SPP	(シリアルポートプロファイル)

プロトコル Bluetooth	3.0	クラス	2

周波数 2.4	GHz

通信距離	(オープンエア)
25	m
通信距離については、受信ベースを使用した場合のデ
ータです。他のBluetooth機器との通信の場合は異な
った距離となる場合があります。

セキュリティ データ暗号化;	スキャナ認証

STD-QD24-BK		黒色スタンド STD-QD24-WH		白色スタンド 007100100		直接充電ケーブル


