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高性能 2面式 スキャナー / ス

ケール

Magellan 8500Xt スキャナ/スケール

はデータロジックスキャニングの最新

技術を駆使したリテール向け高性能定

置型スキャナです。リテール現場にお

いて数多くの品物のバーコードの読取

に最適なデザイン、信頼性がありROI

に優れたスキャナーです。Magellan 

8500Xt は世界No.１高性能リテールス

キャナとして定評あるMagellanシリ

ーズの信頼性と性能を引き継いでい

ます。

デュアルインターバルスケールモデル

は小さく高価なアイテムも正確に秤量

する、データロジックスキャニングの

新しい秤量システムのMagellanスケー

ルテクノロジーは設置統合作業に関わ

る費用を削減します。プライス-バイ-

ウエイトのスループット向上、スケー

ルセッティング時間(0.5秒以内)の業

界最速を実現します。

Magellan 8500XtはAll-Weighs® スケ

ールを採用し 長尺で扱いにくい品物

の秤量も可能にします。

オプションのCheckpoint® と

特長
• SurroundScan 3D Scanning™ は6面

読みを可能にし、オペレーション効

率の向上およびチェックアウトライン

短縮化による顧客満足度向上を実現

します

• Magellan 8500Xt スキャナー/スケー

ルは世界No.1のスキャナとしてパフォ

ーマンス、信頼性、および以下の特長

を備えています

• All-Weighs スケールは 長尺で扱いに

くい品物の秤量も可能にします

• Checkpoint 又は Sensormatic EAS

アンテナは ‘ディアクティベイト失

敗’ を減らします

• メンテナンス効率向上によりTCO削減

• PreScan™ (オプション)ソフトウエア

対応

• WMIコンプライアント：IBM Director 

RMAインテグレート
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Sensormatic®用EASアンテナはEASタグ

をディアクティベイトする前に読取完

了を必要としPOSでのシュリンクを減

らします。

データ管理はPOSオペレーションの要

点です。新しいラベル編集機能はPOS

にデータを送信前の加工を容易に行

えます。スループット向上のための

データややメンテナンス情報の管理

ツールを用意しています。EASレポー

ト機能はフィードバックやアイテムご

とのEASタグトラック管理を可能にし

ます。

Magellan 8500Xt スキャナー/スケー

ルは世界No.1のスキャナとしてパフォ

ーマンス、信頼性、および以下の特長

を備えています。
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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: 100 ~ 250 VAC 50 Hz
 消費電力: 動作時(定格): 9 Watts
 動作時(最大): 17 Watts

環境

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

AuXポート EASポート; Powered RS-232; Sensormatic EAS コントローラポート;
 スケールホスト; リモートスケールディスプレー
RS-232/IBM 46XX/uSB MulTI-INTERFACE OEM (IBM) uSB Plus Power (スキャナスケール); RS-232 (スキャ

ナ) / RS-232 (スケール); RS-232 (スキャナ) またはSingle Cable 
RS-232 (スキャナスケール)

選択オプション

All-WEIGHS スケールプラッタ Produce Rail™
EAS Checkpoint Systems: Integrated EAS hardware will work with 

Counterpoint IV, V, VI and VII models
 Sensormatic: Datalogic SmartSentry™ インターフェイス with 

the Sensormatic AMB-9010 EAS Deactivation Controller; 
Good Read Acknowledgement; Integrated EAS Antenna in the 
Vertical and Horizontal Plane

MAGEllAN スケールテクノロジー シングル インターバル スケール; デュアル インターバル スケール
PRESCAN™ SOFTWARE APPlICATION Single and Multi-lane Configurations
リモートスケールディスプレー シングルディスプレー(20.3 cm ポストつき)
 デュアルディスプレー(20.3 cm ポストつき)
追加オプション トレーニング機能; ホストダウンロード; 診断レポート機能; 読取効

率レポート機能

外観仕様

ひょう量 ひょう量: シングル インターバル スケール: 0 - 15.0 kg / 0 - 
30.0 lb

 デュアル インターバル スケール: 範囲 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 12.0 lb
 範囲 2: 6.0 - 15.0 kg / 12.0 - 30.0 lb
 振動対策機能: 4プログラムフィルター
 最大静耐荷重: 68.0 kg / 150.0 lb
 目量: シングル インターバル スケール: 0.005 kg / 0.010 lb
 デュアル インターバル スケール: 目量 1: 0.002 kg / 0.005 lb
 目量 2: 0.005 kg / 0.010 lb
 調整: キャリブレーションのみ（一部地域を除く）
寸法 幅: 29.2 cm / 11.5 in
 深さ (カウンター下): 12.7 cm / 5.0 in
 長さ: Model 8503 (ロング, スキャナのみ): 50.8 cm / 20.0 in
 Model 8504 (ロング, スキャナスケール): 50.8 cm / 20.0 in
 Model 8505 (ショート, スキャナのみ): 42.2 cm / 16.6 in
 高さ（カウンター上）: 17.8 cm / 7.0 in
重量 Model 8503 (ロング, スキャナのみ): 9.1 kg / 20.0 lb
 Model 8504 (ロング, スキャナスケール): 11.8 kg / 26.0 lb
 Model 8505 (ショート, スキャナのみ): 8.2 kg / 18.0 lb

読取性能

READ HEIGHT 15.2 cm / 6.0 in
READ RATE (MAXIMuM) 6,400 スキャンライン/ 秒
スキャンゾーン 360° x 2
スキャンライン 64
モータ回転数 6,000 rpm
読取表示 ブザー (トーン、音量調整); 読取確認lED
読取面 6 面 - SurroundScan 3D Scanning™

安全及び規制

レーザークラス CDRH Class IIa; 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; 中国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  1年
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