touch™ TD1100

一般用途向けタッチ式バーコードリ
ーダー
Touch™ TD1100 シリーズのタッチ式バーコー
ドリーダーは、高性能・高品質でありながらコ
ストパフォーマンスに優れた、Datalogic ADC
のソリューションです。
多くのアプリケーションに対応できるタッチ読
取りを目的として開発された Touch TD1100 リ
ーダーは、多くのリニアバーコードの読取りに
対応します。
Touch TD1100 リーダーは小型、軽量、低電力
消費を実現し、クラス標準を上回る１．５メー
トルの耐落下強度を持つ堅牢設計です。

Datalogicの設定ソフトAladdin™
の便利な機能により、初心者のユ
ーザーも簡単にスタートアップが
可能。
タッチシリーズの基本カラーはブ
ラックとなりますが、OEM等用に
その他の色のご用意も可能です。

機能
• ワイドな読取ウィンドウ （6.5 cm
もしくは9.0 cm）
• 乱れたバーコードに対しても非常
に優秀な読取性能。
• インターフェイス：「USB または キ
ーボードウェッジ/RS-232（Touch
65/90 Lite）」と「USB、キーボード
ウェッジ、RS-232対応するマルチ
インターフェース, ワンドエミュレ
ーション （Touch 65/90 Pro）」
• GS1 DtaBarコード対応
• ハンドフリー読み取りが行える、
コンパクトで斬新な設計の「リー
ドスルーホルダー」
• １．５メートルの耐落下強度

このタッチ式リーダーは、２つの読み取りウ
ィンドウサイズ、6.5 cm (Touch 65) と 9.0 cm
(Touch 90) を用意しています。
Touch TD1100 65/90 Pro リーダーには、RS232、USB、 と ワンドエミュレーション 及びキ
ーボ－ドウェッジのすべてに対応するオールイ
ンワン・マルチインターフェースが内蔵されて
おり、Touch Lite 65/90 リーダーはUSB もしく
はRS-232/キーボ－ドウェッジに対応します。
ハンドフリーの「リードスルーホルダー」を用
いることで、書面上のコードや極小さい商品上
のバーコードも、両手を離した読み取りが行え
ます。

www.adc.datalogic.com

仕様

touch™ TD1100

読取コード
1D / リニアコード
スタックコード

読取範囲
1Dコードの自動識別機能にはGS1
DataBar™ が含まれます.
GS1 DataBar Expanded Stacked;
GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar
Stacked Omnidirectional

電気
入力電圧
電流値

5 VDC +/- 0.5 V
スタンバイ/アイドル 時(定格): 20 mA @
5 VDC
動作時 (定格): <100 mA @ 5 VDC

湿度(結露のないこと)
耐落下強度
防塵防滴

16 kV
0 - 20,000 lux
保管/輸送時: -20 ~ 70 ºC / -4 ~ 158 ºF
動作時: 0 ~ 50 ºC / 32 ~ 122 ºF
5 - 95%
耐落下強度 1.5 m / 5.0 ft
IP30

インターフェイス
インターフェイス

RS-232 / USB / キーボードウエッジ / ワンド
エミュレーション / マルチインターフェイス:
Touch 65/90 Pro
RS-232 / キーボードウエッジ:
Touch 65/90 Lite
USB: Touch 65/90 Lite

印刷品質や周囲照度により異なります。
最小距離はシンボルの長さと読取確度によ
って異なります。
Code 39: 7.5 mils: 0 ~ 8.1 cm / 0 ~ 3.2 in
Code 39: 10 mils: 0 ~ 12.0 cm / 0 ~ 4.7 in
EAN13: 13 mils: 0 ~ 15.0 cm / 0 ~ 6.0 in

安全及び規制
各認証

環境認証

環境
ESD 耐圧(気中放電)
周囲照度
温度

D.O.F(定格)

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。
用目的に必要な製品安全規格や認証を満
たしています。
EU RoHS適合; 中国RoHS適合

ユーティリティー
Datalogic Aladdin™
OPOS / JavaPOS
リモートホストダウンロード

Datalogic Aladdinはダウロードしお使い頂
けます。
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。
サービスコスト低減およびオペレーション
改善

保証
保証

5年

外観仕様
カラー

黒 ; オプション色やロゴについては別途お
問い合わせ下さい。

寸法

65 Pro & Lite: 16.0 x 8.4 x 5.8 cm /
6.3 x 3.3 x 2.3 in
90 Pro & Lite: 17.0 x 10.4 x 6.7 cm /
6.7 x 4.1 x 2.7 in
65 Pro & Lite: 130.0 g / 4.6 oz
90 Pro & Lite: 153.0 g / 5.4 oz

重量

読取性能
プリントコントラスト(最小)
光源
分解能 (最大)
読取表示
読取角度

25%
イルミネーション: 640 nm LED
TD1100 65: 0.102 mm / 4 mils
ブザー (トーン調整); 読取確認LED
スキュー(ヨー): +/- 70°; ピッチ: +/- 65º;
ロール(チルト): +/- 45º

アクセサリー
マウント/スタンド

• HLD-T010-65 卓上・壁掛けホルダーTouch 65
• HLD-T010-90 卓上・壁掛けホルダーTouch 90
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