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SYMBOL DS7708
設置が簡単な高性能定置式イメージスキャナ

クラス最大の読み取り範囲と
全方向スキャンで読み取りミスのない
とってもクラス最高の性能を備えています。 「かざすだけ」の簡単スキャン
定置式スキャナの DS7708 は、読み取り性

能、設置のしやすさ、総所有コストのどれを

レジで提示されるどの様な種類のバーコー

ドであっても、DS7708 は全てに対応します。
一次元コードでも、二次元コードでも、印刷
コードでも、電子コードでも商品をスキャン
ウィンドウにかざせばすぐに読み取れます。
コンパクト設計の DS7708 は、レジ周りの限
られた設置スペースにも簡単に設置できま
す。また、優れた耐久性はコストを最小限に
抑えて稼働時間を確保し、装置の寿命と投資
効果を最大限に高めます。

どんな状態でも、どんな材質でも、
あらゆるバーコードをスキャン
一次元および二次元のバーコードがモバイ
ル端末に表示されたものでも紙のラベルに
印刷されたものでも、たとえ傷がついていて
も印刷が不鮮明でも汚れていても、毎回確実
に読み取る、今までにない装置です。

競合製品の二次元イメージャに比べて読み
取り範囲が 50% 以上も広いため、バーコー

電源は 1 つの USB ポートから
USB 経由で接続すれば他の電源は不要なの
で、アクセサリ、インストール、管理にかかる
コストを削減できます。

ドが商品のどの位置にあっても簡単に読み

ハンドヘルドスキャナを簡単に追加

取れます。また、全方向スキャン機能により、

カートに入った大型商品をスキャンするため

バーコードを読み取るために商品の方向を

に、レジオペレーターはフレキシブルなハン

変える必要がありません。

ドヘルドスキャナが必要なのではないです

優れた耐久性
さまざまな特長によりDS7708 はクラス最高
級の耐久性を誇ります。スキャンウィンドウが
奥まった位置にあるので、スキャン性能と寿

か ? 標準 USB ポートを備えているため、幅広
い補助スキャナをプラグアンドプレイで接続
し機能を拡張できます。

撮像対応で機能拡張と付加価値

命を低下させる汚れや傷を防ぎます。さらに、

DS7708 には、お客様のビジネスプロセスを

電子回路を DS7708 上部に配置しているの

さらに合理化するためのデータキャプチャ機

で、レジカウンターに液体をこぼしても回路

能が追加されています。たとえば、店の要件

の損傷を防ぎ稼働状態を確保します。

や業界の規制を満たすために小切手や運転

照明がほぼ目に入らない

るので、レジオペレーターの生産性とレジの

LED はスキャンウィンドウの裏に埋め込まれ

列の処理量を落としません。

ているためほとんど見えず、顧客やレジオペ

免許証や ID カードの写真を瞬時に撮影でき

次世代のスキャン性能を誇る

レーターの邪魔になりません。

デコード性能と応答性の向上により、2D イ

統合チェックポイント EAS

スマート自動ホスト検出ケーブルは自動的に

バーコードの読み取りと EAS タグの無効化

どのインタフェースが接続されているかを検

をひとつの動作で行えるため、レジオペレー

出するため、設定用バーコードをいくつもス

ターの生産性が向上し、顧客が誤って EAS タ

キャンする必要がありません。90 種以上の国

PRZM Intelligent Imaging 技術
メージングの常識を一新し、使い勝手と生産
性、処理量、顧客の待ち時間を劇的に改善し
ます。

毎秒 2.5 m の次世代の読み取り速度
ユーザーが商品をスキャンウィンドウにかざ
した瞬間にバーコードを読み取ります。

購入してすぐに利用できる
抜群の使いやすさ

グが有効のまま店を出ようとして警報が作動

のキーボードに対応しているため、世界各国

して、恥ずかしい思いをすることなく、楽しく

で簡単にセットアップできます。

ショッピングできるようにします。
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かつてないスピードで読み取り処理ができる DS7708 で売上げとカスタマーサービスを保つ
詳細については、弊社 Web サイト www.zebra.com/ds7708 をご覧いただくか、グローバルコンタクトディレクトリ www.zebra.com/contactus
からお問い合わせください。

製品仕様 *
物理特性
寸法

性能特性
スキャナのみ :
高さ 5.63 インチ x 幅 5.86 インチ x
奥行 3.81 インチ
高さ 14.3 cm x 幅 14.9 cm x
奥行 9.7 cm
卓上取り付けキット付きスキャナ :
高さ 6.06 インチ x 幅 5.93 インチ x
奥行 3.85 インチ
高さ 15.4 cm x 幅 15.1 cm x
奥行 9.8 cm

重量

500 g

電圧と電流

補助スキャナなし :
スタンバイ : DC5 V +/-10%
@ 125mA 平均 .
動作時 : DC5 V +/-10%
@ 480mA 平均 .
補助スキャナあり:
スタンバイ : DC12 V +/-10%
@ 100mA 平均 .
動作時 : DC12 V +/-10%
@ 400mA 平均 .

光源

深紅光 LED 2 個（660 nm）

イメージャの
読み取り範囲

（バーコード読み取り）
48.0°x 36.7°
（画像撮影）
48.0°x 33.7°

画像センサー

1280 x 960（バーコード読み取り）
1280 x 880（画像撮影）

最小印刷コントラスト 25% の最小反射差
ロール / ピッチ /
ヨー（傾き）

ミッドナイトブラック

対応ホスト
インタフェース

USB、RS-232、キーボードウェッジ、
RS485 経由 TGCS（IBM）46XX

キーボードの対応

90 種以上の国際キーボードに対応

補助スキャナ
インタフェース

USB

Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、
Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、
、
Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32（Italian Pharma）
PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、
Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、
Chinese Sensible（Han Xin）、

郵便コード対応バーコード一覧については製品リファレンス
ガイドを参照。
最小解像度

360˚、± 70˚、± 70˚ 標準

Code 39 – 3 mil、UPC – 7.8 mil、PDF417 – 4 mil、
Datamatrix – 7.5 mil、QR Code – 7.5 mil

動作温度

0°
C 〜 40°
C

Code 39 – 5 mil

保管温度

-40°
C 〜 70°
C

湿度

（結露なきこと）
5% 〜 85% RH、

シーリング加工

IP52

静電放電（ESD）

EN61000-4-2 に基づくESD。
+/- 25 KV 直接気中放電、+/- 8 KV

ユーザー環境

読み取り範囲（標準値）

間接放電（補助スキャナなし）

色

電子式商品監視
（EAS）

バーコード読み取り機能

スワイプ（読み取り） 最大 100 インチ / 秒（254 cm/ 秒）
速度

周囲照度範囲

暗部（0 fcd）から 450 fcd 人工光
および 10,000 fcd 直射日光

0 〜 18.3 cm

UPC/EAN – 10 mil
（80%）

0 〜 25.4 cm

UPC/EAN – 13 mil

0 〜 26.1 cm

PDF417 – 5 mil

0 〜 8.9 cm

Datamatrix – 10 mil

0 〜 12.7 cm

QR Code – 10 mil

0 〜 12.4 cm

（100%）

保証

Zebra のハードウェア保証書の条件に従って、DS7708 に
おいて、製品出荷日から 3 年間、材質または製造上の欠陥が
発生しないことを保証します。Zebra ハードウェア製品保証
書の全文 : www.zebra.com/warranty

チェックポイント EAS 無効化システム
と互換性あり

推奨カスタマーサービス
サービスフロムスタート アドバンスドエクスチェンジ
サポート

無料管理ツール
当社の無料ツールで毎日の管理を簡略化してコストを削減できます。123Scan2 および Scanner Management Service（SMS）は連携して初期設定を自動化し、
DS7708 スキャナのリモート管理を可能にして、管理時間とコストを削減します。

123Scan2
スキャナのパラメータのプログラミ
ング、ファームウェアのアップグレー
ド、スキャンしたバーコードデータの
提供、レポートの印刷を行います。

Scanner Management
Service（SMS）

スキャナ SDK

し、資産情報を照会します。

マニュアル、
ドライバ、テストユーティ
リティ、サンプルソースコードを含む、
機能豊富なスキャナアプリケーション。

http://www.zebra.com/sms

www.zebra.com/windowsSDK

Zebra スキャナをリモートから管理

www.zebra.com/123Scan

*仕様は事前の通知なく変更されることがあります。
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