安心の1年保証

MODEL 8200 ｼﾘｰｽﾞ
ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
◆ 大画面2.1ｲﾝﾁﾓﾉｸﾛﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲを採用
◆ 大容量ﾒﾓﾘ 8MB max.
microSDｶｰﾄﾞ 8GB max.対応
◆ 無線LAN･Bluetooth Class 2
◆ 音声WAVﾌｧｲﾙ再生でﾐｽを軽減
◆ 保護構造 IP54

型番
8200-C-4M
8200-L-4M
8200-2D-4M
8200-2D-8M
8230-C-4M
8230-L-4M
8230-2D-4M
CRDL-8200
CRDL-8200E
PISTOL-8200
RBATT-8200
LC-8200
CBL-8200U
CBL-8200R
PS5V-8200
DEV-PACK
DEV-PACK-C
TE-SRLIC-8200

仕様
ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ, ﾛﾝｸﾞﾚﾝｼﾞCCDｽｷｬﾅ, 4MBﾒﾓﾘ (*1)
ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ, ﾚｰｻﾞｽｷｬﾅ, 4MBﾒﾓﾘ (*1)
ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ, 二次元ｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ, 4MBﾒﾓﾘ (*1)
ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ, 二次元ｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ, 8MBﾒﾓﾘ (*1)
ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ, ﾛﾝｸﾞﾚﾝｼﾞCCDｽｷｬﾅ, 4MBﾒﾓﾘ, WiFi/BT (*1)
ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ, ﾚｰｻﾞｽｷｬﾅ, 4MBﾒﾓﾘ, WiFi/BT (*1)
ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ, 二次元ｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ, 4MBﾒﾓﾘ, WiFi/BT (*1)
充電機能付通信ｸﾚｰﾄﾞﾙ (*2)
充電機能付通信ｸﾚｰﾄﾞﾙ(LAN) (*3)
ﾋﾟｽﾄﾙｸﾞﾘｯﾌﾟｵﾌﾟｼｮﾝ
ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電池ﾊﾟｯｸ, 1200mAh
ﾚｻﾞｰ保護ｶﾊﾞｰ
USBｸﾗｲﾝｱﾝﾄｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙ, 8200/8400/9300/9600用
RS232Cｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙ, 8200/8400/9300/9600用
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ, DC5V, 8200/8400/9300/9600用
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発ﾊﾟｯｹｰｼﾞ CD, Cipher BASIC ｺﾝﾊﾟｲﾗ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発ﾊﾟｯｹｰｼﾞ CD, C ｺﾝﾊﾟｲﾗ & ﾗｲﾌﾞﾗﾘ
ｽｸﾘｰﾝﾘﾌｫｰﾏｯﾄﾗｲｾﾝｽ(ｱｸﾃｨﾍﾞｰｼｮﾝｷｰ) (*4)

(*1) 充電池ﾊﾟｯｸ1個/USBｹｰﾌﾞﾙ/ACｱﾀﾞﾌﾟﾀが標準付属します。
(*2) ｹｰﾌﾞﾙ/ACｱﾀﾞﾌﾟﾀは本体付属品を使用してください。
(*3) ACｱﾀﾞﾌﾟﾀは本体付属品を使用してください。
(*4) ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ1台に1ﾗｲｾﾝｽ必要です。ｼﾘｱﾙ番号をお知らせください。

WELCOMﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾙでお馴染みの新化形ﾊﾞｯﾁ式ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
WelPet™ JobCreator & WelPet™ ChatCom が標準付属!!
WelPet™ JobCreator : ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ業務作成ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｿﾌﾄ
･収集・照合･ﾏｽﾀ照合･ﾏｽﾀ消し込み･GS1ﾌｫｰﾏｯﾄﾁｪｯｶ･ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾁｪｯｶ業務などに対応
･業務ﾒﾆｭｰを最大10個、各業務ﾒﾆｭｰに入力項目を最大20個まで定義可能
･ﾘｽﾄﾌｧｲﾙによるﾘｽﾄ選択入力に対応
･1:1照合･1:N照合･ﾏｽﾀ照合に対応
･重複入力防止や先頭ﾃﾞｰﾀ照合、抽出、条件分岐など豊富な入力ﾃﾞｰﾀﾁｪｯｸに対応
･Bluetoothﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾘﾝﾀへの印字出力に対応
WelPet™ ChatCom : ﾌｧｲﾙｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾕｰﾃｨﾘﾃｨｿﾌﾄ
･ﾊﾝﾃﾞｨｰﾐﾅﾙからﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙをｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞし、CSV,MDB,XLS形式で保存
･ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞしたﾌｧｲﾙを添付ﾌｧｲﾙとして、指定ｱﾄﾞﾚｽへ自動ﾒｰﾙ送信
･ﾊﾝﾃﾞｨｰﾐﾅﾙへﾏｽﾀﾌｧｲﾙをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
･ﾕｰｻﾞｰｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ組込用通信DLLを収録

項目
電源
外形寸法
重量
ﾘｰﾀﾞｵﾌﾟｼｮﾝ
ﾒﾓﾘ
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
ｷｰﾊﾟｯﾄﾞ
ｲﾝﾃﾞｨｹｰﾀ
ｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

無線 I/F

動作温度
保管温度
湿度
耐落下衝撃
耐静電気

読取ｺｰﾄﾞ

対応規格

仕様
専用ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ充電池, 3.7V/1200mAh (*1)
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ電池
ﾌﾙ充電時 25 日間ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ可能
136(L) x 58(W) x 32(H)mm
(ﾛﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ CCD ﾓﾃﾞﾙは、25(H)mm)
約 150g
ﾘﾆｱｲﾒｰｼﾞｬ, ﾚｰｻﾞｽｷｬﾅ, 2 次元ｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾒﾓﾘ 8MB ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ
ﾃﾞｰﾀﾒﾓﾘ
4MB/8MB SRAM
2.1 ｲﾝﾁ 160 x 160 ﾄﾞｯﾄ 白色 LED ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付
24 ｷｰ(白色 LED ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付)
ｽﾋﾟｰｶ
WAV ﾌｧｲﾙ再生対応
LED
2 個(赤/緑, 青/緑 2 色発光)
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ
microSD/microSDHC 対応 8GB max.
ｸﾚｰﾄﾞﾙ通信
ｸﾚｰﾄﾞﾙ~本体間 高速 IR I/F
PC~ｸﾚｰﾄﾞﾙ間
RS232C, ｲｰｻﾈｯﾄ,
USB ﾊﾞｰﾁｬﾙ COM I/F
Bluetooth(8260/8230 のみ)
Class 2, SPP ﾏｽﾀｰ･ｽﾚｰﾌﾞ/HID/DUN/FTP
無線 LAN(8230 のみ)
IEEE 802.11b/g 準拠 ｾｷｭﾘﾃｨ: WEP, EAP,
WPA(PSK), WPA2(TKIP,AES,PSK)
-10℃ ~ +55℃
-20℃ ~ +70℃
10% ~ 90% 氷結･結露無し
ｺﾝｸﾘｰﾄ面ﾍ 1.2m の位置から落下し(各面 5
回)､動作に支障なし
+/-15KV 気中, +/-8KV 接触
ｺｰﾄﾞ 39, ｲﾝﾀｰﾘｰﾌﾞﾄﾞ 25, ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ 25,
ﾏﾄﾘｸｽ 25, ｺｰﾀﾞﾊﾞｰ(NW7), ｺｰﾄﾞ 128,
GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, 他
2 次元ﾘｰﾀﾞのみ
QR, ﾏｲｸﾛ QR, PDF417, MicroPDF, ﾏｷｼｺｰﾄﾞ,
ﾃﾞｰﾀﾏﾄﾘｸｽ, EAN.UCC ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ, Aztech,
日本郵便ｺｰﾄﾞ(ｶｽﾀﾏﾊﾞｰｺｰﾄﾞ), 他
BSMI, CE, C-Tick, FCC, CCC, TELEC

(*1) ﾊﾞｯﾁﾓｰﾄﾞ
5 秒に 1 回読取(正常に読取できる位置にて)/ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ OFF/通信無し/
ﾌｧｲﾙ操作無し/BT ｵﾌ/常温 環境にて、約 124 時間動作
WiFi ﾓｰﾄﾞ
ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ OFF/通信無し/ﾌｧｲﾙ操作無し/BT ｵﾌ/常温 環境にて、
1 秒毎ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄﾊﾟｹｯﾄ送信で、約 20 時間動作
動作時間は、参考値であり、保証値ではありません。

お問い合わせ専用 FAX フォーム
弊社まで FAX ください FAX to
件名 ： 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ
○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。

年

月

日

貸出申込書
数量

製品名

希望日数

貸出希望日
見積依頼書
製品名

数量

単価

製品名

数量

単価

見積期限
注文書

見積番号
使用するｲﾝﾀｰﾌｪｲｽについて
□ RS232C I/F
□ ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ I/F
□ USB ﾊﾞｰﾁｬﾙ COM I/F
□ RS485 I/F
□ 無線 LAN
□ その他【
接続する上位機器について
□ DOS/V ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ
□ DOS/V ﾉｰﾄ
□ MAC ﾉｰﾄ
□ POS 端末
□ Andoroid 端末
□ その他(ﾒｰｶｰ/型番
接続する上位 OS について
□ Windows XP
□ Windows Vista
□ Windows 10
□ iOS
□ その他 (
)

□ USB ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ I/F
□ Bluetooth
】

□ MAC ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ
□ iPhone/iPad/iPod Touch
)

□ Windows 7
□ Android

□ Windows 8

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From
御住所

〒

Phone
e-mail
会社名
部署名
御芳名

Fax.

* 名刺を貼付していただいても結構です。

● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。
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