
• リテール:
• POS
• 棚在庫補充
• 入庫検品
• 在庫管理

• サービス:
• 銀行
• 行政サービス
• 公共サービス

特徴 最適な市場

• ワイドなスキャン角度と長いスキャンライン
• Bluetoothによるワイヤレス機能
• アンドロイドOSやiOSでも接続可能なBluetooth HID プロファイルを装備
• 干渉しにくく安全な無線通信
• シャープで見やすいスキャンライン
• 汎用的なバーコードスキャン時の被写界深度の向上
• 新しいバッテリーは、バッテリーとスキャナのグリップ部分を同時変更を可能
• USB /microUSBケーブルで充電できる代替バッテリ
• グリーンスポット光搭載で、読み取り完了を目視確認
• バッチモード機能: 500以上のリニアコードメモリに格納
• EASEOFCAREサービスプランは、幅広いサービスオプションを提供
  最大限の生産性とROIを確保します。

QUICKSCAN™ QBT2131

バーコードデコード性能
今日では、2Dバーコードに向けて増加傾向がありますが、
1次元バーコードは自動認識業界で依然として主流です。
公益事業や、司法、文書処理や配送時の包装さまざまな
用途で使用されているロングコードの読取と、近距離での
スキャン性能に優れています。

パフォーマンスの向上
QuickScan 2131 イメージャーの非常に広い視野とロングコードの
読み取り時に目視しやすいスキャンラインになっています。
より近い距離でのロングコードの読み取りが容易になります。

コードレス機能
QBT2131が対応するBluetooth®ワイヤレス技術は、職場の
生産性と柔軟性を向上させることに鍵を与えます。

ユーザーが交換可能なリチウムイオン電池パッケージ
バッテリとスキャナを持つ接触部分を同時に交換できます。
スキャナにおいて重要なバッテリーと同時に新しくできます。

スキャナーフットのmicroUSBポートは、バッテリの充電と
ホストのダウンロード構成のための補助的に利用可能。
また、製品をクレードルなしで使用することができます。

G R E E N
S P O T

近距離スキャナにおいて優れた性能の1次元ワイヤレススキャナ 



お問い合わせ先

※読み取り範囲は計算値でありこれを保証するものではありません。※記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※印刷の関係上、 本カタログに掲載した写真及び画像は、 色や細部等が実際とは異なる場合がございます。※掲載の写真やサンプル等は使用シーンのイメージです。
※記載されている各名称は各社の商標または登録商標です。

https://www.okabe-ms.co.jp

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

拠点：札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

FAX:03-5379-10840120-033-539

本社

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。

電気的特性
入力電圧 4.75 - 14 VDC 

バッテリー リチウムイオン： 1400 mAh
充電時間 外部電源：4時間@ 12 VDC;
連続読取回数 30,000＋
インターフェース（クレードル）  USB（HID;COM;OEM)

Bluetooth
プロファイル HID / SPP

プロトコル Bluetooth 3.0 Certified Class2
無線周波数 2.4 GHz
無線範囲（屋外） 25 m

読取性能
視野 56° +/- 2°

読取表示 Datalogic Green Spot 読取確認、 
ブザー (トーン・音量調整)、読取確認LED

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 / 秒

最大分解能 0.102 mm / 4 mils (Linear Codes)

D.O.F(定格)※4 4 mils: 3.0 to 11.0 cm / 5 mils: 2.0 to 15.0 cm / 
7.5 mils: 2.0 to 25.0 cm / 10 mils: 2.0 to 36.0 cm / 
13 mils: 1.0 to 45.0 cm / 20 mils: 4.0 to 70.0 cm

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

環境特性
動作温度 0～50℃

保存温度 -40  ～  70℃

動作・保存湿度 90%(結露のないこと)

耐外乱光 120,000 lux

耐落下強度 1.5m（コンクリートに繰り返し落下）

耐静電気 非破壊 16㎸

シーリング性能 IP42

QUICKSCAN™ QBT2131 スペック

アクセサリー 付属品

適合法令および規格
環境負荷 EU RoHS適合; 中国RoHS適合

Datalogic Aladdin™ Datalogic Aladdinは無料でダウンロード可能

OPOS / JavaPOS OPOS and Java POS は無料でダウンロード可能

バーコード
一次元バーコード 

スタックコード

GS1 DataBar™を含む、全ての標準的なバーコード

EAN/JAN Composites; 
GS1 DataBar Composites; GS1
DataBar Expanded Stacked; 
GS1 DataBar Stacked; GS1
DataBar Stacked Omnidirectional; 
UPC A/E Composites

ユーティリティ

マウント/スタンド 充電ケーブル

STD-QD24-BK  Stand, Black STD-QD24-WH  Stand, White 007100100 
Direct Charging Cable
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標準付属品
・リチウムイオンバッテリー
・通信/充電クレードル
・USBケーブル

オプション
・急速充電用ACケーブル
・交換用リチウムイオンバッテリー（充電端子付）

保証
保証期間 ３年間

寸法 16.3 x 9.1 x 4.1 cm

質量 本体：190 g　クレードル：221g

物理特性


