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クイック スタート ガイド

壁面への取り付け 卓上への取り付け

詳細は、『Product Reference Guide』を
参照してください。

ホスト インタフェース
注意: 必要なケーブルは設定によって異なります。

トラブルシューティング

スキャナに電源が供給
されていません

適切でないインタフェース 
ケーブルが使用されています

適切なホスト パラメータのバーコードを
スキャンしてください。

すべてのケーブルがしっかり接続されてい
るか確認してください。

インタフェース/電源ケーブルの
接続が緩んでいます

スキャナが動作していません

システムの電源を確認
してください。電源が
必要な場合は、電源が
接続されているか確認
してください。

正しいインタフェー
ス ケーブルが使用さ
れているかを確認し
てください。

すべてのケーブルが
しっかり接続されて
いるか確認してくだ
さい。

スキャンしようとしてい
るバーコードのタイプを
読み取れるようプログラ
ムされているかを確認し
てください。

バーコードに汚れ等がないこ
とを確認してください。同じ
バーコード タイプのテスト 
バーコードをスキャンしてみ
てください。

スキャナをバーコードに
近付けるか、または離し
てください。

バーコードが読み取れません スキャナとバーコードとの
距離が適切ではありません

スキャナでバーコード タイプが
プログラムされていません

スキャナでバーコードを読み取れません

スキャナで正しいホスト インタフェースが
プログラムされていません

インタフェース ケーブルの接続が緩んでいます

バーコードは読み取られていますが、ホストにデータが転送されていません

スキャナで正しいホスト インタフェースがプログラムされていません

適切なホスト パラメータのバーコードをスキャンしてください。

スキャンされたデータがホスト上で正しく表示されていません

DS9208 バーコードのプログラミング

1  LED インジケータ
2  スキャン ウィンドウ
3  スキャン トリガ
4  ビープ音

デフォルト設定

HID キーボード エミュレーション

IBM ハンドヘルド USB

<DATA><SUFFIX 1>

ICL RS-232

NIXDORF RS-232 MODE A

NIXDORF RS-232 MODE B

FUJITSU RS-232

OPOS/JPOS

キーボード ウェッジ

IBM PC/AT および IBM PC 互換機

標準 RS-232

RS-232 ホスト タイプ

Enter キー 
(キャリッジ リターン/ラインフィード)デフォルト設定

USB ホスト タイプ

キーボード ウェッジの

ホスト タイプ

 スキャン対象国タイプ

北米語

フランス語

カナダ フランス語

スウェーデン語

日本語

イタリア語

スペイン語

イギリス英語

ドイツ語

SNAPI WITH IMAGING

SNAPI WITHOUT IMAGING

オプションの電源

PORT 5B PORT 9B

IBM 46XX ホストタイプ

PORT 17

RS-232. IBM 46XXUSB

付属コード

スキャナーの取り付け
スキャナーの取り外し
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Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Motorola'ya
iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: 

最適な肘の位置 手首を極端に曲げないでください

低音-中音-高音 ビープ音

電源投入

中音の短いビープ音

バーコードが読み
取られました。

4 回の長い低音

標準的な用途 ハンドヘルド スキャン

高音-低音 ビープ音 低音-高音 ビープ音高音-低音-高音-低音 ビープ音

パラメータ メニューのスキャン

ビープ音の定義 LED インジケータ

オフ 緑色 赤色

ハンズフリー (プレゼンテーション) スキャン

オフ 一瞬消灯緑色 赤色

転送エラー

 お問い合わせ先:

最適なスキャン

腰や手首を曲げて作業しないでください

規制に関する情報                  
人間工学に基づく推奨事項
注意:人間工学上の被害を受けるリスクを回避または最小限に抑えるため、
以下の推奨事項に従ってください。安全に関する社内規定に従って本製品を
使用していることを衛生/安全管理担当者に確認し、従業員の負傷を防いで
ください。

• 同じ動作の繰り返しは、極力減らすかなくすようにしてくだ さい。
• 自然な姿勢を保ってください。
• 過度に力が必要な動作は、極力減らすかなくすようにしてく ださい。
• 頻繁に使用するものは手の届く範囲内に配置してください。
• 作業は、適切な高さで行ってください。
• 振動が発生する作業は、極力減らすかなくすようにしてくだ さい。
• 直接圧力を受ける作業は、極力減らすかなくすようにしてく ださい。
• 調整可能なワークステーションを用意してください。
• 適切な距離を保ってください。
• 適切な作業環境を用意してください。
• 作業手順を改善してください。

規制に関する情報
本機器は、Motorola, Inc. (「Motorola」) のエンタープライズ モビリティ ビ
ジネス部門のブランドとして認定されています。
本ガイドの対象機種は、モデル番号 DS9208 です。

Motorola のデバイスはすべて、販売地域の法令および規制に準拠するよう
に設計されており、必要に応じてその旨を記載したラベルが貼付されてい
ます。
各言語での情報は、以下の弊社 Web サイトでご確認ください。

http://www.motorola.com/enterprisemobility/support
Motorola の機器に変更または改変を加えた場合、Motorola による明示的な
承認がある場合を除き、その機器を操作するお客様の権限が無効になる場
合があります。
動作温度: 40°C/104°F

電源アダプタ
Motorola が認定している電源のみを使用してください (タイプ番号:PWRS-
14000 (5VDC/850mA))。Class 2 または LPS (IEC60950-1、SELV) とマークされた直接
プラグイン電源アダプタです。その他の電源を使用した場合、この機器に
対する承認事項はすべて無効になります。また、安全に使用できません。

LED デバイス
IEC/EN60825-1:2001、EN 62471: 2006 および IEC62471: 2008 に準拠。

無理に腕を曲げない
でください。

腰を曲げて作業
しないでください。

推奨使用ガイド

手首を極端に
曲げないでください
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MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS および Stylized M ロゴは、Motorola 
Trademark Holdings, LLC の商標または登録商標であり、許可を得たうえで使用して
います。その他のすべての商標は、該当する各所有者が権利を有しています。
© 2011 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

© 2011 MOTOROLA SOLUTIONS, INC. All rights reserved.
Motorola は、信頼性、機能、またはデザインを向上させる目的で製品に変更を加えることができるものとし
ます。
Motorola は、本製品の使用、または本文書内に記載されている製品、回路、アプリケーションの使用が直接
的または間接的な原因として発生する、いかなる製造物責任も負わないものとします。明示的、黙示的、禁
反言またはその他の特許権上または特許上のいかなる方法によるかを問わず、Motorola 製品が使用された組
み合わせ、システム、機材、マシン、マテリアル、メソッド、またはプロセスを対象として、もしくはこれ
らに関連して、ライセンスが付与されることは一切ないものとします。Motorola 製品に組み込まれている機
器、回路、およびサブシステムについてのみ、黙示的にライセンスが付与されるものとします。MOTOROLA、
MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS および Stylized M ロゴは、Motorola Trademark Holdings, LLC の商標または登録商
標であり、許可を得たうえで使用しています。その他のすべての商標は、該当する各所有者が権利を有して
います。
この Motorola 製品には、Motorola製ソフトウェア、サードパーティ製ソフトウェア、フリーのソフトウェア
が含まれています。著作権、利用条件、権利の放棄に関する情報については、『Product Reference Guide』を
参照してください。

保証
Motorola のハードウェア製品の保証については、次のサイトにアクセスしてください:
http://www.motorola.com/enterprisemobility/warranty.

サービスに関する情報
本機器の使用中に問題が発生する場合は、お客様の使用環境を管理する技術サポートまたはシステム サポー
トにお問い合わせください。本機器に問題がある場合は、各地域の技術サポートまたはシステム サポートの
担当者が、次のサイトへ問い合わせをします:http://supportcentral.motorola.com

このガイドの最新版については、弊社 Web サイト (http://supportcentral.motorola.com) でご確認ください。

電気電子機器の廃棄処理規制 (WEEE)

無線電波干渉についての要件
                           注: この機器は、FCC 規制第 15 部に定め

               られた Class B デジタル機器に関する制限

               に従ってテストされ、これに準拠するも

               のと認定されています。この制限は、この

               機器を住居内で使用する際に有害な電こさ

ないために規定されたものです。この機器は、無線周波エネルギーを発生

、使用、および放射する可能性があります。また、操作マニュアルに従わ

ずに設置、および使用した場合、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす

可能性があります。ただし、これは特定の設置状況で電波干渉が発生しな

いことを保証するものではありません。この機器がラジオやテレビの受信

に有害な電波干渉を引き起こし、機器の電源のオン/オフ操作によってその

ことが確認できる場合、以下の方法を用いて、お客様ご自身で電波障害の

解決を試みることをお勧めします。

•  受信アンテナの方向または場所を変えてください。
•  本機器と受信機の距離を離してください。
•  受信機が接続されているものとは別の回路のコンセントに本機器を接続
  してください。
•   販売店またはテレビ/ラジオの専門技術者に相談してください。

無線電波干渉についての要件 – カナダ
この Class B デジタル機器は、カナダの ICES-003 に準拠しています。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

マークと欧州経済地域 (EEA)

準拠の宣言 
Motorola は、このデバイスが、該当するすべての指示項目 (2004/108/EC、
2006/95/EC) に準拠していることを、本文書により宣言します。「適合宣言」

文書は、http://www.motorola.com/doc/ から入手できます。

EAS 
システム インテグレーターは、最終製品が該当するすべての EU 指令に準
拠にしていることを保証します。

日本 (VCCI) - 電波障害自主規制協議会
Class B 情報処理装置

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラス B 情
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラ
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Class B 情報技術装置に関する警告 (韓国)

              クラス                                                   ユーザーガイド

Tested to comply
with FCC Standards

家庭またはオフィス用

사용자 안내문 

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을

한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적
으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

        기 종 별 

        B급 기기
(가정용 방송통신기기) 

ハンズフリー スキャン

123SCAN 

123Scan2 は、バーコードや USB ケーブルを利用して、迅速かつ簡単にカスタム セットアップ可能な、使いやすい PC ベースのソフトウェア ツールです。
詳細については、http://www.motorola.com/123Scan2  をご覧ください。

照準ハンドヘルド スキャン

注意: ここで指定されている以外の方法での取り扱いは、レーザー
光線により怪我をする恐れがあるため危険です。

左右の手を交互に使用してください。

作業時は適度な休憩を取ることを推奨

します。

データ転送エラーが
検出されました。こ
のデータは無視され
ます。

パラメータ設定が正
常に行われました。

正しいプログラミング 
シーケンスが実行され
ました。

プログラミング シーケンス
が正しくないか、[キャンセ
ル] バーコードがスキャン
されました。

スキャナに給電されて
いないか、または電源
が投入され、スキャン
待機状態です。

バーコードが正常に
読み取られました。

データ転送エラー

スキャナに電源が供
給されていません。

スキャン可能な状態
です。

バーコードが正常に
読み取られました。

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council 
for Interference from Information Technology Equipment (VCCI).  If this is used 
near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio 
interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

本機器は、主に家庭環境で使用するために 
EMC 登録を受けており (Class B)、すべての地域
で使用できます。

クラス B
(家庭環境用のブロード
キャスト通信デバイス)
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