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オープンプライス

クレードル/USB通信充電アダプタ用ACアダプタ
デュアル充電器、ＬＡＮクレードル用ＡＣアダプタ

USBクレードル
LANクレードル

集合充電器用ACアダプタ
集合充電器
デュアル充電器

USB通信充電アダプタ
充電池パック（XL）（2,860mAh）
充電池パック（L）（1,840mAh）

USBケーブル
ハンドベルト
液晶保護シート

Rトリガーキー

インジケータ1、2

給電/データ通信端子

充電池パック
カバー

リセットスイッチ
バーコード読み取り口

バーコード読み取り口

電源キー

マイク

スピーカー

拡張ポート

microSDカード
スロット

カーソルキー

センタートリガーキー

ファンクションキー

充電池パック
カバーロック
スイッチ

USB通信
充電アダプタ
取り付け部

USB通信
充電アダプタ
取り付け部

※ACアダプタ別売

Lトリガーキー

画面

HA-K60IOHA-K65US 本体との装着時 HA-K62IO HA-F32DCHGHA-K36DCHG AD-S90190C-JP HA-K23XLBATAD-S15050B AD-S42120C HA-K21LBAT
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無線 LAN
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インジケータ

タッチパネル

規格

周波数

RFIDタグ

非接触 ICカード

トリガーキー

Bluetooth®

カードスロット

USB

サウンド

電源

付属品

環境性能

バイブレータ

外形寸法（幅×奥行×高さ）

副電池

標準電池パック
（XL）含む
標準電池パック
（L）含む

落下強度

防塵・防水

動作温度

キーボード

タイプ

リチウム二次電池（内蔵）

リチウムイオン充電池

ハンドストラップ、スタイラス（ペンストラップ）

約66（グリップ部: 約58）×約187×約33（グリップ部: 約35）mm

Bluetooth® Ver.2.1＋EDR（Class2）

microSDメモリーカード （SDHC） × 1

Version 1.1 （ホスト / クライアント）

マイクロホン: 内蔵（モノラル）、スピーカー: 内蔵（モノラル）

主電池

電池寿命※3

約275g 

約295g

約270g

約290g

約275g 

約295g

約270g

約290g

充電確認用LED（2色）×1、動作状態確認用LED（3色）×1

センタートリガーキー、Lトリガーキー、Rトリガーキー

抵抗膜方式

透過型カラーTFT 2.7型Blanview® 液晶（240×320ドット・65,536色）

質量

ソフトウェアの設定により使用可

※1 コンクリート上、6面4角1サイクルの場合。試験値であり、保証値ではありません。 ※2 防水、防塵性能は当社試験方法によるものです。また、本性能は出
荷時（お客様への到着時）のものであり、ご使用中のユーザー環境を含めて保証するものではありません。経年変化や落下衝撃が加わった後には、その性能が
低下し、保証しかねます。 ※3 電池寿命は、使用環境により異なります。 ※4 常温、新品電池、CPUスピード設定が自動パワーセーブモード、バックライト
OFF、待機 : スキャン : 演算 : 無線が20 : 1 : 1 : 1の場合   

RAM:256MB / ROM:512MB（ユーザー領域：約300MB）

テンキー（アルファベットキー）、CLRキー、エンターキー、カーソルキー、
電源キー、Fnキー、ファンクションキー（F1～F8）、L/Rキー

NFC Interface
Protocol-2

（ISO21481）

ISO15693
（I・CODE® SLI/
Tag-it® /my-d®）

NFC Interface
Protocol-2

（ISO21481）

13.56MHz13.56MHz
ISO15693

（I・CODE® SLI/
Tag-it® /my-d®）

ISO14443 Type A
（MIFARE®）、

ISO14443 Type B、
FeliCa®

ISO14443 Type A
（MIFARE®）、

ISO14443 Type B、
FeliCa®

半導体レーザー

標準充電池：約17時間※4

大容量充電池：約25時間※4

標準充電池：約15時間※4

大容量充電池：約20時間※4

C-MOS イメージャ

オープンプライス

Marvell® PXA320 806MHz

Microsoft® Windows® Embedded Compact 7

3.0m※1

IP67準拠※2

-20℃～50℃

WPA2対応　IEEE802.11a/b/g/n準拠

種　　類

バーコード

0.127mm

スタック型
コード

最小分解能 読取り深度 読み取りコード
GS1 DataBar オムニディレクショナル（RSS-14）、
GS1 DataBar トランケート（RSS-14 Truncated）、
GS1 DataBar リミテッド（RSS Limited）、
GS1 DataBar エクスパンデッド（RSS Expanded）、
Code128（GS1-128）、Code93、Code39、
EAN13（JAN13）、EAN8（JAN8）、UPC-A、UPC-E、
Codabar（NW-7）、Interleaved 2 of 5（ITF）、
Industrial 2 of 5（IDF）、MSI（Plessey）、IATA

GS1 DataBar スタック（RSS-14 Stacked）、
GS1 DataBar スタック・オムニディレクショナル
（RSS-14 Stacked Omnidirectional）、
GS1 DataBar エクスパンデッド・スタック
（RSS Expanded Stacked）

40mm
(分解能0.25mm)

550mm
(分解能1.00mm)

0.127mm

0.168mm

0.191mm

バーコード

二次元コード

スタック型
コード

読取り深度種　　類 最小分解能 読み取りコード
GS1 DataBar オムニディレクショナル（RSS-14）、
GS1 DataBar トランケート（RSS-14 Truncated）、
GS1 DataBar リミテッド（RSS Limited）、
GS1 DataBar エクスパンデッド（RSS Expanded）、
Code128（GS1-128）、Code93、Code39、Code32、
Code11、EAN13（JAN13）、EAN8（JAN8）、UPC-A、
UPC-E、Codabar（NW-7）、Interleaved 2 of 5（ITF）、
MSI（Plessey）、ISBT

GS1 DataBar スタック（RSS-14 Stacked）、
GS1 DataBar スタック・オムニディレクショナル
（RSS-14 Stacked Omnidirectional）、
GS1 DataBar エクスパンデッド・スタック
（RSS Expanded Stacked）、
PDF417、MicroPDF、Composite、Codablock F

Aztec、DataMatrix、Maxicode、QR Code、microQR

48mm
(分解能0.25mm)

400mm
(分解能0.5mm)

51mm
(分解能0.5mm)

300mm
(分解能0.5mm)

43mm
(分解能0.25mm)

230mm
(分解能0.25mm)

03-5334-4637（海外向けモデルについてもご相談ください。）
システム営業統轄部
PA推進室

H5850162　BS1704-003004D
052-217-8760中部システム営業所

06-6243-1717
法人営業部 03-5931-4991
関西システム営業所

・・・・・・・・・



液晶、メイン基板、中ケースを、3層構造で一体化し強度を向上。
さらに、嵌合精度を高めた上下ケースで、耐衝撃性を確保し、落下
時のねじれやずれを防止。また、ボディ全体はもちろん、電池蓋
などに、衝撃吸収性に優れたエラストマー樹脂を採用するなど、
細部に至るまでタフネスを追求しました。

軍手着用時でも押しやすいキー設計を採用。キーサイズを大型化するとともに、キーピッチを広く、
キーストロークを大きくすることでクリック感を向上し、押し間違いを軽減します。また、トリガー、
カーソル、エンターなど、使用頻度の高いキーを押しやすい位置に配置した、分割マルチファンク
ションキーを採用。軽快なワンハンドオペレーションを実現します。

直感的な操作ができるタッチパネル方式を採用した2.7型カラー透過型TFT液晶を搭載。屋内
だけでなく太陽光下でも優れた視認性を実現。

CPUに、Marvell®PXA320（806MHz）を搭載し、高速処理を実現。また、
RAM256MBに加え、FROM512MBの大容量メモリを搭載。アプリケーション
の快適な動作を実現します。

振角制御機能、レーザーフォーカス機能、バイブレータ機能などを装備し、快適
なスキャニングをサポート。さらに、スキャナモジュールの改善により、処理
速度の高速化、難読バーコード対応、LED照明下での安定稼働を実現。より
正確でスピーディな読み取り業務をサポートします。

OSにWindows® Embedded Compact 7を採用。Windows®ベースの高度
で汎用性の高い開発環境で、アプリケーション開発の生産性を向上します。

アクセスポイントや無線接続環境に応じてパラメータ設定を行う端末設定、IP
アドレスなど無線設定を自動で行うインストールアシスト機能など、無線環境構
築をサポートする専用ツール類をご用意。

近距離無線通信規格“NFC-IP2”に
対応したリーダライタを搭載し、
ISO15693に準拠したRFIDタグ
（13 . 5 6MHz）やMIFARE®、
FeliCa®などの非接触ICカードの認識
が可能。書類や部品の管理など、
RFIDタグを活用した様々なソリュー
ションに対応するとともに、非接触IC
カード認証によりログイン時のセキュ
リティ強化もあわせて実現します。

2.4GHz帯対応のIEEE802.11b/g規格に加え、5GHz帯の通信が可能な
IEEE802.11a、さらに高速通信可能なIEEE802.11n規格に準拠した無線
LANモジュールを内蔵。快適なリアルタイム運用を実現します。

液晶の全周をゴムカバーで保護。さらに、
中ケースに液晶とメイン基板をしっかり
と固定することで、一体化した部品として
衝撃に対する強度を向上。

上下ケースは凹凸構造でかみ合わせた中にパッキンで
防水。また、電池カバー、USBコネクタカバーといった
動く部分のパッキンは、動く方向と垂直にパッキンを
設け安定した防水性能を実現。

動く方向

側圧
パッキン

上下
パッキン

液晶 中ケース メイン基板

デバイスの処理方法をコンマ数秒単位でチューニングすることで、
読み取り時間の短縮化を実現しました。

LED照明の高速点滅がバーコード
読み取りに悪影響を与えるため、
この周波数をモジュール内部の
検波回路でカットすることで安定
した読み取りが可能。

モジュールとデコーダの性能向上
により、薄い印字、かすれ、汚れ
など、難読コードの読み取り精度
がアップ。

低消費電力で無線接続を維持しながら待機し、使用時には瞬時に無線LANが
使用できる無線スタンバイ、無線電源OFF状態から数秒で通信可能状態へ復帰
するクイックレジュームなど、快適な無線LAN運用をサポートする機能を搭載。

グローバルシャッター搭載に
より、移動体撮影性能が従来機
種に比べて10倍以上に向上。
これにより手ブレ耐性が強化
されています。

過酷な使用環境を想定した耐環境試験

モバイルプリンタや携帯電話との連携を可能にするBluetooth®Ver.2.1
（Class2）を標準装備。さらにEDR※機能を搭載し、高速通信にも対応。

独自の省電力設計により、ブラウザ接続や無線LAN接続環境で
の長時間運用を実現。大容量充電池パックを使用し、無線スタ
ンバイ※2、クイックレジュームなどのパワーマネジメントを駆使する
ことで、パワフルな電池寿命を実現します。
※1 DT-X200-10J/11Jで、常温、新品電池（大容量充電池パック）、CPU
スピード設定が自動パワーセーブモード、バックライトOFF、待機：スキャン：
演算：無線が20：1：1：1の場合   ※2 無線LAN接続の維持に必要な部分
のみ駆動させ、表示などのデバイスを停止。

導入時のキッティング作業はもちろん、
運用中も端末状態をネットワーク経由
で監視し、アプリケーションなどの管理
も本部で一括して行えます。

●設定変更 ●アプリケーション配信　
●使用機能の制限 ●メッセージ送信　
●レポート ●アラートメール  
●リモート操作
●バーコード読み取りによる初期設定

防水試験 防塵試験3m落下試験 ※通信先もEDR機能が必要です。

※DT-X200-11J/21J
※DT-X200-10J/11J

メザニンラックの2階など、高所からの落下を想定し3.0mの落
下強度を実現※1。倉庫をはじめ物流現場でのハードユースに
お応えします。また、IP67※2に準拠し、さらには氷点下（-20℃）
における動作にも対応。雨天時の屋外作業や埃の多い倉庫での
作業をはじめ、さまざまな使用環境で快適に動作します。
※1 コンクリート上、6面4角1サイクルの場合。試験値であり保証値ではありま
せん。 ※2 粉塵が内部に侵入しない。また、一時的に一定水圧の条件に水没
しても内部に浸水することがない、コネクタなどのカバーはすべて閉めた状態。

分析用フィルタパターンの倍増やパラ
メータの最適化により、印字状態の悪い
バーコードの読み
取り精度を向上
しました。

GS1 DataBarをはじめ、さまざまな2次元コード/バーコード
の読み取りに対応。最新のモジュールおよびデコーダを
採用することで、難読性能の改善、手ブレ耐性の強化など
を実現しています。
※DT-X200-20J/21J

・開始処理と安定処理を平行化
・読取処理時間の短縮


