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バーコードリーダー製品一覧
2020 年 1 月

トップセラー
CCD タッチバーコードリーダー
AC-890
タッチ読み、離し読み両対応

・小型、軽量 60 グラム
・読み取り窓幅 59.9mm
・タッチ読み、離し読み両対応

スマートフォンの画面バーコード読み取り

・有線式、USB インターフェース
・1 年 6 ヶ月保証
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1 次元バーコードリーダー

ワイヤレスバーコードリーダー（無線）
CM-520W1

F780BT-GV

・iPad,Android,PC に Bluetooth ワイヤレス入力

・高速で優れた読み取り性能

・無線距離 100m(専用ドングルで)

・無線距離 100m(専用クレードルで)

・ポケットサイズで持ち運びやすい

・使いやすいガンタイプ

・データの蓄積も可能

・最大 1 対 7 通信

・1 年保証

・1 年保証

CM-520W1-S：USB ドングル付きセット
CM-520W1 ：リーダーのみ(ドングルなし)

バーコードリーダー

(有線)

1250g

LS2208

1300g

・レーザー式（離し読み）

・レーザー式（離し読み）

・ロングレンジ CCD 式（離し読み）

・低品質コードも読みやすい

・長いバーコードを読みやすい

・低品質コードも読みやすい

・ハンドフリー対応（スタンド別売）

・ハンドフリー対応（スタンド別売）

・軽量・堅牢な設計(耐落下 50 回)

・5 年保証

・5 年保証

・5 年保証

定置バーコードリーダー

(有線)

MS7120-AC シリーズ

・定置バーコードリーダー
・卓上に置きかざすと読み取り
・レーザー式、全方向スキャン
・3 年保証
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2 次元バーコードリーダー

ワイヤレス 2 次元バーコードリーダー（無線）
新製品

AC-2D601W

Bluetooth ワイヤレス入力

・PC,Android,iPad に Bluetooth ワイヤレス入力
・無線距離 100m(専用ドングルで)
・QR の漢字対応(シフト JIS、Windows 用)

AC-2D601W-S：USB ドングル付きセット

・小型で持ち運びしやすい

AC-2D601W ：リーダーのみ(ドングルなし)

・読取データの蓄積も可能
・1 年保証

Xenon 1902 シリーズ

DS2278 シリーズ

・独自機能 日本語 QR、GS1 編集対応

・1 台 2 役！手持ちは無線スキャナ、定置は自動スキャナ

・無線距離 10m

・無線距離 10m

・1 対 7 通信

・低品質バーコードも読みやすい性能

・3 年保証

・3 年保証

2 次元バーコードリーダー（有線）
AC-2D202K2B

Xenon 1900 シリーズ

Xenon 1900H シリーズ(カラー)

・低価格 ローコストモデル

・独自機能 日本語 QR、GS1 編集対応

・独自機能 日本語 QR、GS1 編集対応

・GS1 編集対応

・高速読み取り

・カラー対応モデル

・ハンドフリースタンドあり(別売)

・ハンドフリースタンドあり(別売)

・ハンドフリースタンドあり(別売)

・1 年保証

・5 年保証

・5 年保証
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赤色も読み取り

データコレクタ

KDC シリーズ
KDC270Ci

KDC270Di

KDC300W-PY

※

・2 次元、1 次元バーコード対応

・1 次元バーコード対応

・2 次元、1 次元バーコード対応

・読取データ保存、バーコード照合対応

・読取データ保存、バーコード照合対応

・バーコード照合専用機

・USB、Bluetooth 対応(HID,SPP,MFi)

・USB、Bluetooth 対応(HID,SPP,MFi)

・専用ソフト不要

・1 年保証

・1 年保証

・1 年保証
※KDC300W-PY は在庫限りの販売となります

バーコードメモリースキャナ
CM-200M-USB

専用ソフト不要
読み取り日時とバーコードデータを
パソコンに USB で転送

・1 次元バーコード対応
・バーコードを蓄積し、USB で転送
・小型軽量
・1 年保証

ハンディターミナル
PM200

PM251

99EXni

・2 次元、1 次元バーコード対応

・2 次元、1 次元バーコード対応

・防爆モデル(国内防爆規格認定)

・カラータッチパネル

・大画面、カラータッチパネル

・2 次元、1 次元バーコード対応

・防塵防滴 IP64

・防塵防滴 IP54

・大画面、カラータッチパネル

・ソロモン OCR 対応

・ソロモン OCR 対応

・ソロモン OCR 対応

・1 年保証

・1 年保証

・1 年保証

4/6

OCR リーダー

ソロモン OCR 搭載 2 次元バーコードリーダー
Xenon 1902 シリーズ(SOCR)

Xenon 1900 シリーズ(SOCR)※

Xenon 1900H シリーズ(SOCR)

・有線式

・有線式

・無線式

・英数字読み取り

・赤色対応、英数字読み取り

・英数字読み取り

・読み取りレンジ HD と SR タイプ

・読み取りレンジ HD と SR タイプ

・読み取りレンジ HD と SR タイプ

・5 年保証

・5 年保証

・3 年保証

※

※

※ソロモン OCR 搭載モデルはバーコードリーダー本体の型番の後に SOCR が付きます。
※ハンディターミナル4（PM200,PM251,99EXni）にもソロモン OCR 搭載モデルがあります。

●下記のハネウェル製品は販売店からお買い求めいただけます。
販売店についてはお問い合わせ下さい。

ハネウェル製品

バーコードスキャナ
1200g

1452G2D

3320g

7580g

・1 次元対応、レーザー式

・2 次元,1 次元コード対応

・2 次元,1 次元コード対応

・2 次元,1 次元コード対応

・有線式、スタンド付き

・無線式、通信距離 10m

・小型、取付け向けスキャナ

・卓上スキャナ

・5 年保証

・3 年保証

・2 年保証

・2 年保証
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バーコードリーダー選択チャート
目的別の選び方

ケーブルつき

1 次元バーコード
を読み取る

手持ち型

定置型(卓上型)

ケーブルなし

ケーブルつき

2 次元バーコード
を読み取る

ケーブルなし

タッチ読み

AC-890

離し読み

1250g,LS2208,1300g
2
ハンドフリースタンド対応

1

手持ちでも使う
置いたまま使う

MS7120

パソコンに
すぐ入力する
(ワイヤレス)

液晶画面なし

CM-520W12 F780BT-GV2

液晶画面あり

KDC270Di4

蓄積して後で
転送する

液晶画面なし

CM-520W12

液晶画面あり

KDC270Di

4

手持ち型

AC-2D200K2B,1900

3

定置型(卓上型)

7580g

5

PC にすぐ入力

AC-2D601W,1902

3

蓄積して転送

KDC270Ci

4

2

CM-200M4

バーコードサンプル
JAN/EAN

Interleaved2of5

GS1-128

NW7

Code39

GS1 データバー限定型

GS1 データバー合成シンボル

Code128

QR コード

Datamatrix

(17)150131(10)9999
(01)14512345678903

(01)14512345678903
PDF417

*バーコードサンプルは圧縮しているためスキャナで読み取りできない場合があります

製品についてのご相談・お問い合わせ・ご購入はこちら
TEL 045-508-5201
/ URL
www.a-poc.co.jp
ご注文は弊社ウェブサイトのオンラインショップまたは書面にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
QR でサイトにアクセス

●製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。●
Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国

株式会社エイポック

における登録商標です。●iPad、iPhone,iPod touch は、Apple Inc.

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1

の商標です。●Android は Google LLC.の商標または登録商標です。
、

ナイス第 2 ビル 5F

●QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●ソロ

TEL 045-508-5201
FAX 045-508-5202
Info_mail@a-poc.co.jp

モン OCR の開発元は株式会社イメージャーです。●その他、他社
製品の商品名は各社の商標または登録商標です。
202001

6/6

