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In-Counter Horizontal Single 
Plane Scanner
Magellan™ 2300HS は埋め込み型のコ

ンパクトデザインのリテール向け高性

能スキャナです。中規模程度のスキャ

ン点数がある、ドラッグストア、コン

ビニエンスストア、スーパー、DIY等

に最適です。

FirstStrike™ デコーダを搭載するこ

とでダメージあるバーコードや低印字

品質のバーコードの読取りも改善し、

操作時の負担を減少させます。

AUX RS-232 ポートにより外付けのハ

ンドヘルドスキャナが接続可能です。

オプションでCheckpoint® EAS搭載モ

デルを用意し、Sensormatic® EAS シ

ステムはAUX RS-232 ポート接続でサ

ポートしています。スキャナ診断等の

レポート機能によりスキャナの管理が

容易になります。

特長
• カウンター埋込用1面スキャナー

• 確かな品質と信頼性

• 快適な読取り性能

• FirstStrike デコーダー搭載

• GS1 DataBar™ 対応

• Flash memory

• マルチインターフェイス対応

• 外付けハンドヘルドスキャナ接続可能

• Checkpoint Systems and 

Sensormatic EAS compatible (オプ

ション)

• レポート機能:

• ホストダウンロード

• 診断レポート
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仕様

読取コード

1D / リニアコード 1Dコードの自動識別機能にはGS1 DataBar™ が含まれます。
スタックコード GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 

DataBar Stacked Omnidirectional

電気

AC電源仕様 AC 入力: 90-265 VAC, 47-63 Hz
 消費電力: スリープモード: 2.5 Watts
 動作時(定格): 4.0 Watts
 動作時(最大): 9.6 Watts

環境

ESD 耐圧(気中放電) 25 kV
温度 保管/輸送時: -40 ~ 70 °C / -40 ~ 158 °F
 動作時: 10 ~ 40 °C / 50 ~ 104 °F
湿度(結露のないこと) 5 ~ 95%

インターフェイス  IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB; キーボードウエッジ
AUXポート Powered RS-232

選択オプション

EAS Checkpoint Systems; Integrated EAS hardware will work with 
Counterpoint IV, V, VI and VII models

 Sensormatic: Good Read Acknowledgement
追加オプション 診断レポート機能; 読取効率レポート機能

外観仕様

寸法 15.2 x 15.2 x 8.6 cm / 6.0 x 6.0 x 3.4 in
重量 1.1 kg / 2.5 lb

読取性能

READ HEIGHt 15.2 cm / 6.0 in
スキャンライン 18
モータ回転数 6,000 rpm
読取表示 ブザー (トーン、音量調整)

安全及び規制

レーザークラス CDRH Class II; EN 60825-1 Class 1; 警告 – レーザー光を凝視し
ないこと

各認証 the product meets necessary safety and regulatory 
approvals for its intended use.

 各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。
環境認証 EU RoHS適合

ユーティリティー

OPOS / JAVAPOS JavaPOSはダウロードしお使い頂けます。
 OPOSはダウロードしお使い頂けます。

保証   3年
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