MODEL BHT-600Q ｼﾘｰｽﾞ
ｶﾗｰ液晶2次元ｺｰﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ
◆ 2.8ｲﾝﾁ大画面ｶﾗｰ液晶を搭載
◆ 16Mﾊﾞｲﾄの大容量ﾒﾓﾘ搭載
WELCOMﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾙでお馴染みの
ﾊﾞｯﾁ式ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞが標準付属!!
｢標準付属ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝCDの内容｣
･AP00 ﾃﾞｰﾀ収集ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
･AP01 ﾏｽﾀﾌｧｲﾙ消込ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
･AP02 ﾃﾞｰﾀ照合ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
･ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾁｪｯｶﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
･GS1ﾌｫｰﾏｯﾄﾁｪｯｶﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
･BHT_LOAD for WINDOWS ﾌｧｲﾙｱｯﾌﾟ/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾕﾃｨﾘﾃｨ
･ﾕｰｻﾞｰｱﾌﾟﾘｹｰｹｼｮﾝ組込用通信DLL
(*)弊社ﾗｲｾﾝｽ番号付BHTｼﾘｰｽﾞﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙとの併用に限り全てのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
をﾗｲｾﾝｽﾌﾘｰでご使用いただけます。

◆ 多段ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ読み取りや連結QRｺｰﾄﾞ
の一括読み取りに対応
◆ 耐環境性抜群、保護等級 IP54
◆ 圧縮ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ機能搭載
100ﾊﾞｲﾄ/ﾚｺｰﾄﾞ 10,000件(約1MB) = 約25秒 @408.6Kbps

◆ すぐに使えるｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝCD標準付属

型番
仕様
BHT-604QB
2次元ｺｰﾄﾞ対応ｶﾗｰ液晶ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ, Bluetooth (*1)
BHT-604QW
2次元ｺｰﾄﾞ対応ｶﾗｰ液晶ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ, 802.11b/g (*1)
CU-601
充電機能付通信ｸﾚｰﾄﾞﾙ, RS232C, ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ付 (*2)
CU-611
充電機能付通信ｸﾚｰﾄﾞﾙ, 10BASE-T, ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ付 (*2)
CU-621
充電機能付通信ｸﾚｰﾄﾞﾙ, USB-COM, ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ別売 (*2) (*3)
CH-651
本体単体充電器, ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ付
CH-654
本体4連充電器, ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ付
CH-201A
ﾊﾞｯﾃﾘ単体充電器(ACｺﾝｾﾝﾄ直付ﾀｲﾌﾟ)
CH-704
ﾊﾞｯﾃﾘ4連充電器, ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ付
AIR-AP1131AG
802.11a/b/g 無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ
BT-20LB
ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ
SCBHT-600Q
ｿﾌﾄｹｰｽ
NSBHT-500
ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ
CBL232-CU9C
RS232Cｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙ, CU-PC間, DB9
CBL-USB-AB
USBｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙ, CU-PC間, USB-A/B
PS-CU600
CU用ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ (*4)
BHT-DEV40-PACK BHT-BASIC4.0開発ﾊﾟｯｸ
BHT-EMU600
5250ﾀｰﾐﾅﾙｴﾐｭｰﾚｰﾀﾗｲｾﾝｽ, 1ﾗｲｾﾝｽ
BHT-BWS600
ﾌﾞﾗｳｻﾞﾗｲｾﾝｽ, 1ﾗｲｾﾝｽ (*5)

項目
主電源
外形寸法
重量
ﾒﾓﾘ
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
ｷｰﾊﾟｯﾄﾞ
付帯機能

ｽｷｬﾅ部

(*1) ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾟｯｸ 1個が標準付属します。
(*2) ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙは別売となります。
(*3) WINDOWS 2000/XP/Vistaに対応します。
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ
(*4) CU-621でPC電源ｵﾌ状態で本体充電を行う場合に必要となります。
(*5) BASICｺﾝﾊﾟｲﾗ/ﾘﾓｰﾄﾃﾞﾊﾞｯｶﾞ/Ir転送ﾕﾃｨﾘﾃｨC/BHT本体ｺﾈｸﾀ用通信ｹｰﾌﾞﾙがｾｯﾄになっています。

標準ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
1. ﾃﾞｰﾀ収集ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ (AP00)
ﾕｰｻﾞｰ業務にあったﾒﾆｭｰや入力項目をﾒﾆｭｰ設定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ BHT600_MENU を使っ
て簡単に定義できます。また、ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙにﾏｽﾀﾌｧｲﾙをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞすることで、
入力ﾃﾞｰﾀを制限することが可能です。また、ｼﾁｽﾞﾝ CMP-10J5 ﾓﾊﾞｲﾙIrDAﾌﾟﾘﾝﾀ
やBluetoothﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾘﾝﾀへの印字出力に対応します。

動作温度
保護等級
耐落下強度

読取ｺｰﾄﾞ

(*1)
(*2)

仕様
ﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘ (*1)
209(L) x 63(W) x 48(H)mm
約 275g (電池含む)
16MB ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ (ﾕｰｻﾞｴﾘｱ約 8.7MB)
2.76 ｲﾝﾁ QVGA 240 x 320 ﾄﾞｯﾄ ｶﾗｰ液晶
28 ｷｰ(電源ｷｰ含む) + 2 ﾄﾘｶﾞｷｰ + ｶｰｿｰﾙｷｰ
時計, ﾌﾞｻﾞｰ, ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ, 電池電圧表示,
ﾘﾓｰﾄｳｪｲｸｱｯﾌﾟ
方式
ｴﾘｱｾﾝｻ
分解能
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ 0.15mm
2 次元ｺｰﾄﾞ 0.25mm
ﾏｰｶ
ｴﾘｱｶﾞｲﾄﾞﾏｰｶ
読取確認青 赤･緑 3 色 LED,
ﾌﾞｻﾞｰ, ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ
赤外線
IrDA-SIR 1.2
Bluetooth
Bluetooth Ver.1.2 ｸﾗｽ 2
WLAN
IEEE802.11b/g 54Mbps max.
ｸﾚｰﾄﾞﾙ
RS232C, USB-COM,
10BASE-T
本体ｼﾞｬｯｸ RS232C
-5℃ ~ +50℃
IP54 (JIS 防沫相当)
1.2m x 30 回 (*2)
ｺｰﾄﾞ 39, ｲﾝﾀｰﾘｰﾌﾞﾄﾞ 25, ｺｰﾄﾞ 93,
ｺｰﾀﾞﾊﾞｰ(NW7), ｺｰﾄﾞ 128, EAN128(GS1-128),
UPC/EAN/JAN, RSS(GS1-Databar),
ﾏｲｸﾛ QR ｺｰﾄﾞ, QR ｺｰﾄﾞ, ﾏｲｸﾛ PDF, PDF417,
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

10 秒に 2 回読取(正常に読取できる位置にて)、無線通信無し
の場合、 約 30 時間動作
試験値であり、保証値ではありません。

BHT_LOAD for WINDOWS ﾌｧｲﾙｱｯﾌﾟ/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾕﾃｨﾘﾃｨ

2. ﾏｽﾀﾌｧｲﾙ (数量) 消込ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ (AP01)
ﾎｽﾄからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞされたﾏｽﾀﾌｧｲﾙを元に数量消込を行うﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。
EXCEL等を使って、ｺｰﾄﾞ, 名称, 数量から構成されるCSV形式のﾏｽﾀﾌｧｲﾙを作成
し、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを使って、ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙへ送信すれば準備完了。ﾋﾟｯ! とﾊﾞｰ
ｺｰﾄﾞを読めば、該当する名称と数量が画面に表示されます。ｵﾍﾟﾚｰﾀは画面に従
って、作業を行い実績数量を入力すれば、その数量がﾏｽﾀﾌｧｲﾙから消し込まれ
ます。出荷作業や検品作業への応用が可能です。
3. ﾃﾞｰﾀ照合ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ (AP02)
逐次照合(1対1)と連続照合(1対N)の2つのﾓｰﾄﾞを持つ、ﾃﾞｰﾀ照合ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。
生産・医療現場での取違えﾐｽを防ぎます。また、照合結果は必要に応じてPCに
ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ可能です。
4. ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾁｪｯｶﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
5. GS1ﾌｫｰﾏｯﾄﾁｪｯｶﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

EXCEL95/97/2000形式, ACCESS 97/2000形式, CSV形式 3種類の
形式でﾌｧｲﾙをｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞできます。また、ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞしたﾌｧｲﾙを添付
ﾌｧｲﾙとして、ﾒｰﾙ送信することが可能です。
ﾌｧｲﾙﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞでは、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやﾏｽﾀﾌｧｲﾙなどをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞすることが
できます。

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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