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Agencyモデル：1991i

装置のクリーニングについては、ユーザー ガイドを参照して 

ください。

はじめに 
リーダを接続する前にコンピュータの電源をいったんオフにし、リ
ーダの接続を完全に行った後、コンピュータの電源を再度オンにし
ます。ベースが接続され電源がオンになっているときは、ベースに
リーダを置いてリンクを確立します。ベースの緑色のLEDが点滅

して、リーダの即時充電パックが充電中であることを示します。 

電源の組み立て（付属している場合）

必要な場合は、別途、電源アダプターを注文してください。
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デバイスのバッテリーを使用、充電、交換する前に、同梱のラベ
ル、マーク、製品マニュアルをよくお読みになるか、
sps.honeywell.com からオンラインでご確認ください。ポータブ
ル機器のバッテリーメンテナンスの詳細については、 
honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance をご覧ください。
AVANT D’ESSAYER D’UTILISER, DE CHARGER OU DE 
REMPLACER LA BATTERIE DE L’APPAREIL, LISEZ 
ATTENTIVEMENT TOUTES LES ÉTIQUETTES, MARQUAGES ET 
DOCUMENTATION DU PRODUIT FOURNIS DANS LA BOÎTE OU 
EN LIGNE À sps.honeywell.com. POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
L’ENTRETIEN DE BATTERIES POUR APPAREILS PORTABLES, 
CONSULTEZ-LE honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.
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ベースとの接続 

USB:

USB ケーブルを使ってリーダを充電した場合、充電に使用で

きる電流が低減し充電時間が長くなります。電源アダプター

を使うと早く充電できます。

 

3



キーボード ウェッジ：
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RS232シリアル ポート：
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読み取り方法 
右のように、ビュー ファインダからエイミング ビームが投射され  

ます。エイミング ビームは、バーコードの中央に合わせますが、よ 
く読み取れるよう、いずれの方向からでも当てることができます。 

バーコードをスキャンしているときにリーダのブザー音が 3 
回鳴った場合は、ベースとのリンクが確立されていません。

リーダのブザー音が1回鳴った場合は、ベースとのリンクが

確立されています。

初期化 
次のバーコードをスキャンすると、設定が初期化されます。

SRモデル： XRモデル：

XLRモデル：

初期化
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USBシリアル

次のコードをスキャンしてリーダをプログラム設定し、標準の
RS232 ベースの COM ポートをエミュレートします。Apple®
Macintoshコンピュータは、リーダをUSB CDCクラス デバイスと  

して認識し、クラス ドライバを自動的に使用します。

その他の設定（ボーレートなど）は不要です。

USB キーボード (PC)
次のコードをスキャンして、リーダをUSBキーボード (PC) 用にプ  

ログラム設定します。

Microsoft® Windows® PCを使用している場合は、Honeywell  
のウェブサイトからドライバをダウンロードする必要があ

ります。ドライバは、次に使用可能なCOMポート番号を
使用します。

USBシリアル

USB キーボード (PC)
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国別キーボード 
国または言語のキーボード レイアウト プログラムには、以下の該  

当する国コードをスキャンします。デフォルトでは、国別文字変換
は以下の文字に使用されます:#$@[\]^‘{|}~.国別の文字変換を確認す

るには、ユーザー ガイドの「ISO 646文字変換」の章を参照して  

ください。

米国（デフォルト）

ベルギー

デンマーク

フィンランド

フランス

ドイツ/オーストリア

英国
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すべての国コードのリストについては、製品のユーザー ガイ

ドを参照してください。

ロックリンク 
ロックリンク モードを使ってリーダをベースにリンクすると、他の 
リーダを誤ってベースに入れてもリンクされません。ベースに別のリ
ーダを入れると、リーダは充電されますが、リンクはされません。 

別のリーダを使用するには、リーダのリンク解除バーコードをスキ
ャンして、元のリーダのリンクを解除する必要があります。

イタリア

ノルウェー

スペイン

スイス

ロックされたリンク モード
（単一リーダ）
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ロックしたリーダの無効化 
ベースにリンクされている、破損または紛失したリーダを無効にす
る必要がある場合は、ロックしたリーダの無効化バーコードを新し
いリーダでスキャンし、そのリーダをベースに入れます。ロックし
たリンクは無効になり、破損または紛失したリーダとベースのリン
クは解除され、新しいリーダがリンクされます。

リーダのリンク解除 
ベースにリンクしているリーダがある場合は、新しいリーダをリン
クする前に、これまでのリーダのリンクを解除する必要がありま
す。これまでのリーダのリンクを解除すると、それ以降ベースと通
信することはありません。リーダのリンク解除バーコードをスキャ
ンして、リーダのリンクを解除します。

ロックしたリーダの無効化

リーダのリンク解除
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トリガー 
次のバーコードをスキャンすると、手動トリガー - 標準モード（読  

み取るときにトリガーを引く）またはプレゼンテーション モード 

（リーダがバーコードを認識するとアクティブになる）でリーダを
使用できます。

プレゼンテーション モードでは電力が継続して流れるため、 

このモードでは外付けの電源アダプターを使用することをお

勧めします。

Streaming Presentation™ 
Streaming Presentationモードになっている間は、スキャン照明
が常に点灯し、バーコードが継続的に検索されます。

手動トリガー - 標準
（デフォルト）

プレゼンテーション モード

Streaming Presentationモード
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サフィックス 
バーコードの後にキャリッジ リターンを追加する場合は、CRサフ 

ィックスの追加バーコードをスキャンします。バーコードの後にタ
ブを追加するには、タブ サフィックスの追加バーコードをスキャ 

ンします。サフィックスを削除するには、サフィックスの削除バー
コードをスキャンします。

CRサフィックスの追加

タブ サフィックスの追加

サフィックスの削除
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すべてのシンボル体系へのコードIDプレフィ
ックスの追加 
コードIDプレフィックスをすべてのシンボル体系に一度に追加す
るには、次のバーコードをスキャンします。

すべてのコードIDのリストについては、製品のユーザー ガイ

ドを参照してください。

機能コードの送信 
このオプションが有効で、スキャンされたデータに機能コードが含
まれていると、リーダはその機能コードを端末に送信します。これ
らの機能コードについての表は、ユーザー ガイドに記載されてい 

ます。リーダがキーボード ウェッジ モードになっている場合、ス  
キャンコードは送信される前にキーコードに変換されます。

すべてのシンボル体系へのコードIDプレフィックスの追加
（一時的）

有効
（デフォルト）

無効
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サポート 
ナレッジベースで解決策を検索したり、技術サポート ポータルにロ 

グ イ ン し て 問 題 を 報 告 す る に は、honeywell.com/
PSStechnicalsupport に移動してください。

ユーザー ドキュメント 
ユーザーズ ガイドや他のドキュメントについては、 
sps.honeywell.com に移動してください。

製品保証 
保証に関する情報は、sps.honeywell.com から、サポート
（Support） > 保証（Warranties）の順に選択してください。

特許 
特許情報については、www.hsmpats.com を参照してください。
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免責条項 
Honeywell International Inc. ( 以下 「HII」) は、事前通知なしで、本書に
記載されている仕様およびその他の情報で変更を行う権利を保持し、お客
様は、当該変更が行われたかどうかを判断するために、いかなる場合も HII
に問い合わせる必要があります。HII は、本文書で提供される情報に関し
て、いかなる表明も保証も行いません。

HII は、本文書に記載されている技術的または編集上の誤りまたは欠落につ
いて一切責任を負いません。また、この資料の提供、遂行、または使用に
伴う付随的または派生的な損害に対しても一切の責任を負わないものとし

ます。HII は、目的の成果を達成するためのソフトウェアおよび / またはハ
ードウェアの選定および使用について一切の責任を否認します。

本書には、著作権によって保護されている機密情報が掲載されています。
すべての権利は留保されています。本書のいかなる部分も、HIIの事前の 
書面による承諾なしに、複写、複製、または他の言語への翻訳を行うこと
はできません。

Copyright © 2023 Honeywell Group of Companies. All rights 
reserved.
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