KDC270 シリーズ

新製品

バーコードデータコレクタ

バーコード収集用の小型スキャナ。バーコードの一致照合が可能。
1D

2D※

Bluetooth

USB

バイブ

IP65

1 次元スキャナ KDC270Di
2 次元スキャナ KDC270Ci
※2D は 2 次元スキャナが対応

特徴
■ 各種バーコード対応（1 次元バーコード用は KDC270Di、2 次元コード用は KDC270Ci）
■ 視認性の良いディスプレイと使いやすいボタン搭載
■ 防塵防滴 IP65、耐落下 1.5m
■ 照合モード対応、OK/NG 確認可能（読み取り記録は USB で PC に転送可能）
■ Bluetooth 搭載（HID、SPP、MFi 対応）
■ バイブレータ搭載
小型バーコードデータコレクタ

照合モード対応

KDC270 シリーズは米国 Koamtac 社の最新型バーコードデ
ータコレクタです。バーコードを読み取り、日時付きで本体に
保存します。最大で約 40 万件保存します。保存したデータは
パソコンに転送できます。
読取ビームのイメージ図
1D(KDC270Di)
2D(KDC270Ci)

2D/1D バーコードの照合を行えます。最初に読み取った
バーコードと、その後のバーコードが同じか（OK）違うか
（NG）を本体で確認できます。作業後、PC にデータを転

使いやすいデザイン

送し OK/NG の記録を確認することもできます。

明るく見やすいディスプレイと使いやすいボタンを搭載。

※照合モードは PC 専用ソフト(無料)から USB 経由で設定します

防塵防滴 IP65 準拠。保護カバーと落下防止のネックストラ

PC の USB 又はクレードルで充電

ップが標準で付属します。

バッテリは付属 USB ケーブルで PC か
ら本体を直接充電、又はクレードル(別
売)で充電します。

KDC270 シリーズ

バーコードデータコレクタ
製品仕様

使用イメージ
■バーコード収集

型番

KDC270Di (1 次元)

手軽にバーコード収集ができます。

OS

専用 OS
RAM:64KB, フラッシュ ROM:256KB プログラム,

メモリ

CCD,300fps

752x480 CMOS,100fps

読み取り距離

60-460mm(Code39)

60-466mm(Code39)

サポート OS

Android、iOS、Windows

バイブレーション

対応

バーコードが同じか違うかの照合チェックができます。

無線

読み取り

外観

環境

■Bluetooth ワイヤレスバーコードスキャナ
スマートフォンやタブレットにリアルタイム入力が可能

Bluetooth v2.1+EDR, Class 2

HID,SPP,MFi(iOS)

文字:英字,数字,記号(ASCII),日本語(漢字,かな,カナ)
バーコードスキャンキーx1,スクロールキーx2
UPC/EAN/JAN,Codabar(NW-7),Code39,

B

違うと画面と
ブザーで知らせる

USBx1 (Micro USB)
方式:OLED,サイズ:1 インチ,色:青

キー

シンボル

A

有線

ディスプレイ

■バーコード照合（1 対 1 または 1 対 N）

A

ユーザーデータ 8MB (設定上の最大値 7MB)

スキャナ方式

入出力
USB 転送が可能

KDC270Ci (2 次元)

電源
認証等

1D

Interleaved2of 5,Code 93,Code 128,GS1 Databar,

2D

-

QR,DataMatrix,PDF417,他

Postal

-

Japan Post,他

GS1 Composite,他

寸法

(L)82 mm x (W)40 mm x
(D)18 mm

重量

約 57.5g

温度

動作:-20～50℃,保管-20～60℃

湿度

5～95%Rh(結露なきこと)

落下

1.5m

バッテリ

規格
安全

保証

リチウムイオン 3.7VDC 650mA
UL 60950-1; EN / IEC 60950-1; EN / IEC 60825-1
EMI / RFI：R＆TTE、FCC、KC、TELEC
LED の安全性：IEC62471：2006
1 年間(ケーブルを除く)

※すべての機器との接続動作を保証するものではありません。
(注) QR の漢字データは Bluetooth HID で入力できません

対応バーコード例

商品構成
◆本体

1 次元バーコード

Code39
*ABCD-1234*
2 次元バーコード

QR コード

※すべてのバーコードの読み取りを保証するものではありません。

GS1 データバー合成
シンボル(注)AI 編集機能なし

型番

備考

KDC270Di
KDC270Ci

1 次元バーコード対応データコレクタ
2 次元 1 次元バーコード対応データコレクタ

※付属品:USB ケーブル,保護カバー, ネックストラップ
※別途パソコンをご用意下さい。充電や一部の設定に使用します。
※説明書、ソフトは弊社ユーザー専用ページでのダウンロード配布です

◆オプション (別売品)
型番

備考

CC2x1

充電クレードル※KDC270 用。通信機能無し

ABCDE12345

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。
～バーコードリーダー販売会社～

ます。●Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お

株式会社エイポック
〒230-0051

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1 ナイス第 2 ビル 5F

TEL 045-508-5201
www.a-poc.co.jp

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があり

FAX 045-508-5202

よびその他の国における登録商標です。他の会社名、製品名
はそれぞれ各社の商標または登録商標です。●ご使用の際
は、説明書の安全に関するご注意をよくお読みのうえ、正し
くお使い下さい。
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