
このコンパクトなRIDA DBT6400イメージャ
は、低コントラスト、損傷、印刷が不鮮明な
バーコードや、バックライト暗いモバイルデバ
イスなどの１D/2Dバーコードを読み取ることが
できます。
そのほかの機能には、画像キャプチャ機能、白
色照明、バーコードをスキャンするのに最も効
率的な照準システムが含まれます。

RIDA DBT6400エリアイメージャは、2つの異な
るモデルで利用できます。

 • 標準バージョンは、従来のPOSまたはモバイ
ルPOS、販売支援、棚の商品補充、価格チェッ
ク、在庫管理などの小売アプリケーションに
適しています。

• ヘルスケアバージョンには、消毒剤対応の抗
菌エンクロージャーが装備されているため、医
療機関における患者識別や投薬管理などののポ
イントオブケア用途に最適です。
このモバイルイメージャのコンパクトなサイズ
と軽量な本体デザインは、バーコードスキャン
中の動きの自由を提供し、病院内での相互汚染
を防ぐ利点もあります。

Bluetooth®を搭載したDatalogicのRIDA™
DBT6400コードレスエリアイメージャは、主に
タブレットなどのモバイルデバイスと連携して
使用されるポケットサイズの理想的なバーコー
ドリーダです。 
RIDA DBT6400エリアイメージャは、業務端末
として主流になりつつあるタブレットやモバイ
ルデバイスと組み合わせても似合う、モダンで
エレガントなデザインです。小型な本体は人間
工学に基づいた設計で完璧に手にフィットする
ワイヤレスデバイスです。
RIDA DBT6400イメージャは、Android、iOS、
WindowsMo  bileデバイス、およびBluetoothに
対応したノートパソコンと簡単にペアリングで
きます。

RIDA™ DBT6400

特徴

最適な業界と用途

タブレット・モバイルデバイスに
最適なポケットサイズのスキャナ

トップクラスの読み取り性能
2Dハンドヘルドイメージャの実行

小売またはヘルスケアで
利用可能な汎用モデル

小売：
従来型POS / モバイルPOS
販売支援
棚補充 / 在庫管理
価格チェック

ヘルスケア：
患者識別
投薬管理
医療機器などの資産管理

G R E E N
S P O T

•　印刷またはモバイルデバイス画面上の 1D / 2D コード優れた読み取り性能

•　ユーザーがスキャンしやすいモダンでユニークかつコンパクトなデザイン

•　Bluetooth でタブレット、スマートフォン、ノートパソコンなどと簡単にリンク　
　するワイヤレステクノロジー

•　Android、iOS、および Windows Mobile デバイスと互換性があります

•　通知音、バイブレーションと、視覚的にわかりやすいフィードバックを実現する　
　　Datalogic の特許取得済みの「グリーンスポット」テクノロジー

•　効率的な白色照明によるターゲットスキャン用のセンタークロスを備えた視認性

　 の高い 4 ドットエイマー

•　バッチモード機能：メモリに保存された 2,000 のバーコード

•　抗菌添加剤で処理された消毒剤対応エンクロージャー（ISO22196 準拠）

•　EASEOFCARE サービスプランは、投資を保護し、最大の生産性と ROI を確保する

　 ための幅広いサービスオプションを提供



お問い合わせ先

※本カタログの内容は製品改良のため予告無く変更される場合があります。
※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。
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• CHR-DBT60-BK  
C-6000 Charger 
ブラック

• BC6020-BK  
BC6020 Base 
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• BC6020-HC  
BC6020 Base 
ヘルスケア
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RBP-6400
バッテリパック

• CHR-DBT60-HC  
C-6000 Charger 
ヘルスケア
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無線通信
Bluetooth Bluetooth 4.0 Certified Class 2

周波数: 2.4 GHz
無線範囲（屋外）：25.0 m
距離距離は、基地局を使用して測定されます。
他のBluetooth周辺機器に接続している範囲では、
異なる結果が表示される場合があります。
セキュリティ：データ暗号化; スキャナ認証

デコード性能
1D バーコード GS1DataBar™線形コードを含むすべて

の標準1Dコードを自動識別
Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode,  
QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code
オーストラリア、英国、カナダ、中国、韓国、日本の
郵便コード、Planet Code, Postnet, 
Royal Mail Code (RM4SCC)

2D コード

郵便コード

積層型バーコード EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, 
GS1 DataBar Expanded Stacked, 
GS1 DataBar Stacked, 
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, 
MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, 
UPC A/E Composites

電源
バッテリ リチウムイオンバッテリ:  700 mAh

充電時間:  2.5 時間（充電ステーションまたは
ホストにマイクロUSBケーブル接続で電力が
供給されているの場合） 
1回の充電あたりの読み取り回数：3,000 回以上
または5時間（6秒ごとに1回の読み取り）

入力電圧 5 VDC +/- 5%

環境
環境光 0 - 100,000 lux
耐落下衝撃性能 1.5mの高さからコンクリート面へ

複数回の落下後、動作可能
静電放電（ESD） 16 kV
湿度（結露なきこと） 5 - 95%
防水・防塵性能 IP50
温度 動作温度: 0 to 50 °C 

保管・輸送温度: -20 to 70 °C

インターフェース
インターフェース USB, USB キーボード (BC6020のみ)

物理特性
カラー ライトグリーン /ブラック
サイズ 11.25 x 4.23 x 2.75 cm 
エンクロージャー ヘルスケアモデルのみ：抗菌添加剤で処理された

消毒剤対応エンクロージャー（ISO22196準拠）
重量 85.0 g （バッテリー含む）

読み取り性能
画像キャプチャ 画像形式: BMP, JPEG, TIFF; 

グレースケール: 256, 16, 2; JPEG; JPEG, TIFF
イメージセンサー
光源

ワイドVGA: 752 x 480 ピクセル
エイマー: 650 nm VLD
照明: 白色

モーション・トレーランス 25 IPS
印刷コントラスト（最小） 15%
読み取り角度 ピッチ: +/- 65º; ロール : 360ºまで; スキュー : +/- 60º

読み取り通知 バイブレーション、音声、Datalogic独自の
Green  Spot、本体上部・側部の LED照明 

最小分解能 4 mil

読み取り範囲
読み取り深度 5.0 mil : 6.5 ～ 21.0 cm

13.0 mil : 5.5 ～ 39.0 cm
Data Matrix 15.0 mil : 4.0 ～ 25.0 cm 

安全規格
認証 製品は使用目的に必要な安全性および規制

当局の承認を満たしています。
認定の完全なリストについては、この製品の
クイックリファレンスガイドを参照してください。

環境 中国RoHS、 欧州RoHS
レーザー分類 ※注意※レーザー放射

ビームを直視しないでください。
IEC64871免除クラス

ユーティリティー
Datalogic Aladdin構成プログラム・JavaPOS・OPOSユーティリティは
無料でダウンロードできます。
リモートホストのダウンロードはサービスコストを削減し、運用を改善します。

保証
3年保証

RIDA™ DBT6400 スペック


