
Vuquest 3310g
定置式超高速ｴﾘｱｲﾒｰｼﾞｬ

◆ Adaptus® 6.0 比類なき超高速高性能
ﾃﾞｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰが誕生!!

安心の2年保証

ﾃ ｺ ﾃ ｨﾝｸ ﾃｸﾉﾛｼ が誕生!!

◆ 携帯液晶画面ｺｰﾄﾞ読み取り対応

◆ 視認性の高いLEDｴｲﾏｰ採用

◆ OCRﾌｫﾝﾄ読み取りに対応 (ｵﾌﾟｼｮﾝ)

型 仕様

◆ TotalFreedom™ 2.0 対応
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発によるﾃﾞｺｰﾄﾞ･ﾃﾞｰﾀ編集･
ｲﾒｰｼﾞ処理のﾌﾚｷｼﾌﾞﾙな拡張が可能

型番 仕様
3310g ｴﾘｱｲﾒｰｼﾞｬ本体, RS232C/USB/KBW I/F  (*1) 
3310g-EIO ｴﾘｱｲﾒｰｼﾞｬ本体, 外部I/Oﾗｲｾﾝｽ付, RS232C/USB/KBW I/F  (*1) 
3310g-OCR ｴﾘｱｲﾒｰｼﾞｬ本体, OCRﾗｲｾﾝｽ付 (*1)
52-52557-3-FR RS232Cｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙ, 黒, 約2.9m ｽﾄﾚｰﾄ
52-52558-N-3-FR KBWｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙ, 黒, 約2.9m ｽﾄﾚｰﾄ
52-52559-N-3-FR USBｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙ, 黒, 約2.9m ｽﾄﾚｰﾄ
52-52561-3-FR USBｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙ, 黒, 約2.9m ｽﾄﾚｰﾄ, 外部I/O
52-52562-3-FR RS232Cｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙ, 黒, 約2.9m ｽﾄﾚｰﾄ, 外部I/O
46-01210 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝﾄﾚｰｽﾀﾝﾄﾞ
46 00525 ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ DC5V出力

項目 仕様

読取ｺｰﾄﾞ 

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ 
JAN/EAN/UPC, ｺｰﾄﾞ 39, ｺｰﾀﾞﾊﾞｰ(NW7), 
ｲﾝﾀｰﾘｰﾌﾞﾄﾞ 25, ｺ-ﾄﾞ 128, GS1-128, ｺｰﾄﾞ 93, 
NEC 2/5(COOP 2/5), GS1 Databar, 他 
二次元ｺｰﾄﾞ 
QR, ﾏｲｸﾛ QR, PDF417, MicroPDF, Aztec, 
ｺｰﾄﾞ 49, ﾃﾞｰﾀﾏﾄﾘｸｽ, ﾏｷｼｺｰﾄﾞ,46-00525 ACｱﾀ ﾌ ﾀ, DC5V出力

(*1) ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙは、別売です。
(**) ﾒﾓ帳やEXCELといったｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄのｶｰｿﾙ位置にﾃﾞｰﾀを入力したい場合は、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ又はUSBｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(HID)をご利用ください。RS232CやUSBﾊﾞｰﾁｬﾙCOM
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽは動作が異なりますのでご注意ください。

ｺ ﾄ 49, ﾃ ﾀﾏﾄﾘｸｽ, ﾏｷｼｺ ﾄ , 
EAN/UCC ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ, 郵便ｶｽﾀﾏﾊﾞｰｺｰﾄﾞ, 他 
OCR ﾌｫﾝﾄ 
書籍 ISBN, OCR-A, OCR-B, 他 

光学仕様

読取方式 CMOS ｴﾘｱｾﾝｻｰ 
読取画素数 838(横) x 640(縦) ﾋﾟｸｾﾙｼﾝﾎﾞﾙｺﾝ
ﾄﾗｽﾄ MRD 20%以上 
走査角度 水平 42.4°x 垂直 33° 
分解能 1D 0 127 (ｺ ﾄﾞ 39)

読取深度参考値
光学仕様 分解能 1D 0.127mm(ｺｰﾄ 39)

 2D 0.17mm(ﾃﾞｰﾀﾏﾄﾘｸｽ) 
ﾋﾟｯﾁ/ｽｷｭｰ角 45°/65° 
焦点位置 127mm 
移動読取 270cm/sec @ 焦点位置 127mm 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 

USB ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 
USB ﾊﾞｰﾁｬﾙ COM ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 
DOS/V ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 

NW=0.127mm, ｺｰﾄﾞ39 55 ~ 159mm
NW=0.178mm, ｺｰﾄﾞ39 35 ~ 239mm
NW=0.254mm, ｺｰﾄﾞ39 26 ~ 330mm
NW=0.33mm, UPC-A 39 ~ 435mm
NW=0.17mm, PDF417 36 ~ 178mm
NW=0.254mm, ﾃﾞｰﾀﾏﾄﾘｸｽ 47 ~ 216mm

RS232C ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 

電源 
供給電圧 DC5V +/-0.25V 
消費電流 450mA @DC5V (読取時 2.3W) 
 90mA @DC5V (待機時 0.45W) 

温度 
動作温度 0℃ ~ +40℃ 
保管温度 -20℃ ~ +70℃ 

湿度 5% ~ 95% 結露無し 

耐外乱光 0 100 000 l (直射日光と同等)

取付ﾈｼﾞ穴

M3 x 0.5mm 3箇所(深さ 5mm max.)

耐外乱光 0 ~ 100,000 lx (直射日光と同等)

耐落下 
1.5m の高さからｺﾝｸﾘｰﾄ床面へ 30 回 
自然落下後、動作に支障なし 

外形寸法 74(L) x 50(H) x 26(W) mm 

重量 約 75g (ｹｰﾌﾞﾙを除く) 

保護特級 IP53 

保証期間 2 年間 
 



お問い合わせ専用 FAX フォーム 
弊社まで FAX ください FAX to                

件名 ： 貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ 
○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。                      年    月    日 

貸出申込書 
製品名 数量 

  
  
  
  

貸出希望日  希望日数  

 
見積依頼書 

製品名 数量 単価 製品名 数量 単価 
   
   
   
   

見積期限    

 
注文書 注文書 

製品名 数量 単価 
   
   
   
   

見積番号    

 
使用するｲﾝﾀｰﾌｪｲｽについて 
□ ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ I/F □ RS232C I/F  □ USB ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ I/F 
□ USB ﾊﾞｰﾁｬﾙ COM I/F □ RS485 I/F  □ Bluetooth 
□ 無線 LAN(802.11b/g) □ その他【                                      】 

 
接続する上位機器について 
□ DOS/V ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ  □ DOS/V ﾉｰﾄ  □ MAC ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ 
□ MAC ﾉ ﾄ  □ POS 端末  □ PDA/携帯電話 □ MAC ﾉｰﾄ  □ POS 端末  □ PDA/携帯電話 
□ その他(ﾒｰｶｰ/型番                   ) 

 
接続する上位 OS について 
□ Windows 2000  □ Windows XP  □ Windows Vista 
□ Windows 7 32 ﾋﾞｯﾄ  □ Windows 7 64 ﾋﾞｯﾄ  □ Windows CE/Mobile 
□ その他 (                    ) 

  
その他、お問い合わせ・ご要望欄 
 
 
 

 
FAX From 

御住所 
〒 

御住所 
 

Phone  Fax.  
e-mail  
会社名  
部署名  
御芳名  

* 名刺を貼付していただいても結構です。 

● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。
Rev.1.2 Mar.,2014


