
DATAMAN 280 シリーズ 
固定型バーコードリーダ
コンパクトで優れたデコード能力

DataMan 280 シリーズの固定型バーコードリーダは、設定のしやすさ
と高速読み取りに加え、Webブラウザとの接続性、パフォーマンスモニタ
リングなど、Industry 4.0 に重要な機能をコンパクトな形状で実現しま
す。DataMan 280 は、製造および物流のサプライチェーン全体で物品の
追跡を向上させるために設計され、難しい一次元、二次元、およびダイレ
クトパーツマーキング (DPM) コードのアプリケーションで幅広く課題を
解決します。

製造および物流アプリケーションの厳しい課題を解決
DataMan 280 シリーズバーコードリーダは、ラベルと DPM コードを含む、一次元および二次元コードに対してこれまでに
ない読み取り率を提供します。

自動車のDPMコード読み取り

自動車部品の表面の難しい DPM コードを
簡単にデコード

複数バーコード読み取り

視野内の複数のコードを同時に読み取り、
画像を迅速にオフロード

高速バーコード読み取り

高速製造ライン上のすべてのバーコードを
確実に読み取る

プレゼンテーション・スキャニング

ユーザーが手差ししたコードを深い被写界
深度で正確に読み取り素早く処理

医療機器の DPM コード読み取り

重要な医療機器の小さな DPM コードを正
確に読み取り、トレース

パレットコード読み取り

パレット上の一次元/二次元ラベルベース
のコードを反射の強いラップ越しでも読み
取る



2DataMan 280 シリーズ固定型バーコードリーダ

PowerGrid 搭載 2DMax は、著しく損傷した二次元コード
（QR コードを含む）や、コードのファインダーパターン、クロ
ッキングパターンまたはクワイエットゾーンが完全に損失し
た二次元コードを読み取るために設計されました。

Hotbars® 搭載 1DMax™ は、全方向一次元バーコード読
み取りを最適化し、従来のバーコードリーダの最大10倍の
スピードでデコードします。

デコード処理とカバレッジが向上した最新のコグネックス技術
DataMan 280 シリーズバーコードリーダは、最新の特許取得済みのデコードアルゴリズムと高解像度センサを使用して最
適化され、デコード処理の向上と高いカバレッジを実現し、効率を向上させます。

ハイダイナミックレンジ (HDR) 技術は、従来のセンサ
より詳細に撮像できる最新の CMOS 画像処理センサを
採用し、画像の品質およびコントラストを高めます。

高速リキッドレンズ (HSLL) 技術は、機械的な部品なしで動
的にオートフォーカスし、小数台のカメラと少ない時間で、高
さの変化が大きい高速アプリケーションに対応します。

従来のセンサ HDR

セットアップとパフォーマンス モニタリングを容易にする高度な機能
DataMan 280 をコグネックス Edge Intelligence (EI) と組み合わせると、Web ブラウザの接続、デバイス管理、パフォーマン
ス モニタリングなどの高度な Industry 4.0 機能が使えるようになります。EI を使用すると、ユーザーは複数デバイスの構成
を一度に行い、重要なシステムパフォーマンス指標の収集とトレンドの表示を数分で開始します。管理者は、傾向を特定し、パ
フォーマンスの低下が見つかったときに迅速に介入することができます。

複数のデバイスを同時に設定Web ブラウザ経由で接続 パフォーマンスの傾向と課題を特定
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モジュール構成オプションでバーコード読み取りの課題に対応
DataMan 280 は柔軟に設計されています。モジュール式ハードウェアおよびソフトウェアは、バーコード読み取りの課題を
解決するように構成できます。DataMan 280 は、ほとんどの DataMan 260 のアクセサリと互換性があります。

オペレータ フィー
ドバック用インジ
ケーターランプと
ブザー

狭い場所でも垂直または傾斜設置が可能な
コンパクトサイズ

チューニング/トリガーボタン 
で素早くセットアップ

パフォーマンスの最適化を実現する 
高度なデコードアルゴリズムとテクノロジ

高速画像取り込みとデコードを
可能にするマルチコアプロセッサ

幅広い FOV と DOF 
に対応する 1.6MP セ
ンサ

HSLL によるアプリケ
ーションのカバレッジ
と速度の最大化 

アプリケーションに合
わせて現場で交換可能
なライトとレンズ 

ギガビットイーサネットで高速
通信と画像オフロードを実現

マルチリーダ同期™  
機能で対応能力を拡大 

接続およびディスプレ
イ用の USB-C ポート

24VまたはPoE 
オールインワンデバイス 
を搭載

デバイス管理とパフォーマンス モニタリング
に対応するエッジインテリジェンス互換性

G

クリアまたは偏光カバーが利用可能
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仕様
アルゴリズムとテクノロジ 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid

画像センサ 1/3" CMOS

画像センサのプロパティ 対角 4.81 mm、3.45μm 正方格子
画像解像度 1440 x 1080 ピクセル

電子シャッター速度 最小露出: 29 μs
最大露出: 最大 10 ms (内部照明) / 最大 200 ms (外部照明)

画像取り込み 最大 45 Hz

レンズオプション 6.2 mm (3 点または HSLL)、16 mm (手動または HSLL)、6.2 mm UV、6.2 mm および 16 mm IR、Cマ
ウントアクセサリ

トリガ/チューンボタン あり、クイックセットアップ インテリジェントチューニング
照準器 グリーンエイマー LED 2個
ディスクリート入力 ２か所　光絶縁型　２か所　ユーザー設定
ディスクリート出力 ２か所　光絶縁型　２か所　ユーザー設定
別のI/Oポイント 2 (入力または出力をユーザーが指定)
ステータス出力 5 段階 LED、ブザー音、2 インジケータライト

照明 モジュラ/フィールド設定可能な照明: 4 独立制御型 LED (赤、白、青、IR、UV)、 
バンドパスフィルタおよび偏光フィルタを利用可能

通信 シリアル/イーサネットインタフェース

プロトコル RS-232、TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP™、SLMP、Modbus TCP、NTP、SFTP、FTP、MRS、CC-
Link、Java スクリプト対応カスタムプロトコル

電源 24V +/- 10% 
PoE (Power over Ethernet) Class 3

消費電力 ≤7.5W
材料 亜鉛合金/アルミニウム

重さ 6.2 mm: 141 g; 16 mm: 169 g
直角の場合は 50 g 追加

寸法

直線構成 6.2 mm: 75.5 x 42.4 x 23.6 mm
直線構成 16 mm: 90.6 x 42.4 x 23.6 mm
直角構成 6.2 mm: 78.5 x 42.4 x 37.8 mm
直角構成 16 mm: 78.5 x 42.4 x 52.9 mm

動作温度 0–40 °C (32–104 °F)
保管温度 -10–60 °C (14–140 °F)
動作および保管湿度 95%以下、結露しないこと
保護等級 IP67
RoHS 認証 可
認可 EU CE, US FCC, TUV CB NRTL IEC 61010, Korea KCC, India BIS

07/17.2000（Y）

フリーダイヤル

9:00～17:30（平日）

〈お問い合わせ〉
infojapan@cognex.com
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