MS838

スーパーエコノミー

2Dイメージャースキャナ
価格・性能⽐が⾼い | IP42と1.5m 耐落下 | 3ミルバーコードを読む

信頼できるパフォーマンス、⼿頃な価格

耐久性のある設計

MS838 2Dイメージャスキャナーは、ユーザーに⼿頃な価格で提供
し、損傷したバーコードであったり印刷が不⼗分な場合でも読み取
りを可能とする優れたパフォーマンスを持っています。 MS838は、
最⼤3 mil(0.0762mm)のバーコード（Code 39）を読み取る性能が
あります。 このスキャナは、⼩売店、スーパーマーケット、薬局、
ホテルのさまざまな産業⽤アプリケーションの要件に最適です。

この⼈間⼯学に基づいた設計により、MS838はどなたにも快適にフィットし、
⻑時間のスキャン作業中の疲労を軽減します。 さらに、MS838はIP42の
防塵・防⽔に適合しており、さらに1.5メートルからのコンクリートへの複数
の落下に耐えることができるので、より⾼い耐久性と信頼性を提供します。

操作が簡単
便利なプラグアンドプレイ設計が特徴のMS838イメージャスキャナは、
USB またはRS232 ケーブルを介してコンピューターに簡単に接続
することができます。 ほかのインストールやトレーニングを⾏う必要
はありません。すぐに使⽤できます。 さらに、すべての産業⽤途の要件
を効果的に満たすトリガーモード、プレゼンテーションモード（⾃動
検知モード）をサポートします。

特徴
信頼できる⾼いパフォーマンス、⼿頃な価格
ほとんどの1Dおよび2Dバーコード読み取りをサポート
損傷したり印刷が不⼗分な場合でも、3ミルバーコードをすばやくデコード
トリガーモードとプレゼンテーションモードをサポート
耐久性のある設計︓1.5メートルの落下試験とIP42防塵・防⽔
USBまたはRS232インターフェース

MS838

光学系と性能

電気的仕様

センサー
照準
照明
周囲光
スキャン速度
スキュー⾓度
ピック⾓度
ロール⾓度
光学的解像度
読取り距離

640 X 480 CMOS
⾚⾊ LED
⽩⾊ LED
0~100,000lux (⾃然光)
60fps
±60°
±60°
0 - 360°
(1D)≥3mil(0.0762mm)
60-360mm (13 mil PCS=90%)

消費電流
インジケータ

環境仕様
ESD 保護
落下テスト
動作温度範囲
保存温度範囲
相対湿度
防塵・防⽔

通信
ホストインターフェース

USB または RS232

8K コンタクト, 12K エアー, テスト後正常
1.5m ⾼からコンクリート床
-10°C から 50°C
-20°C から 60°C
5%-95% 結露無いこと
IP42

認証
CE, FCC, BSMI

機械的仕様
⼨法
重量
トリガスイッチ寿命

動作モード: <142mA
スタンバイモード: <42mA
ブザー, LED

95 mm x 70 mm x 160 mm(L x W x H)
245g
100万回

アクセサリ
ハンドフリースタンド
ACアダプタ(RS232⽤)

機能
動作モード

パッケージの内容

トリガモード, プレゼンテーションモード

MS838 スキャナ
USB または RS232 ケーブル
ハンドフリースタンド(USBモデルのみ)

バーコードシンボル
Code 128, JAN/EAN-13, JAN/EAN-8, Code 39, Code 32,
UPC-A, UPC-E, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5/ITF,
Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited,
GS1 Databar Expanded, Matrix 2 of 5, Code 11,
Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5
PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR,
Data Matrix, Aztec Code

1D

2D

データフォーマッティング プリフィックス, サフィックス, コードID, 再フォーマッティング
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