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スキャンで世界を移動
デコードは未来を創造
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より頑丈
より長持ち
より柔軟

 
 

 
新しいブランド製品ライン
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SIEHE
DIREKT全面的にアップグレードされた機能

交換可能なバッテリー

交換可能なトリガー　
両手で操作

400mAh
& 600mAh

両手操作

大きいトリガーボタン
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新機能 ��� ������



小売から倉庫まで

GENERALSCAN
はずっとあなたと一緒にいます



型番 ��������

寸法

重量

センサー技術

デコード範囲

サポートエンジン

バッテリー容量

作業時間

�������������

��������������������������
�������������������������

��
	������

レーザー

短距離

��� 	������

�������

一流の性能を備えた��スキャナーを探しているなら、
このスキャナーはおすすめです。��� �����は頑丈な構
造で作られており、最先端の��スキャン性能とスキャ
ン範囲を持っています。ユーザーは、最大���������（ス
キャナーで最も広い作業範囲）までのバーコードをス
キャンできます。

交換可能なバッテリー
交換可能なトリガー　
���
������

GS R1120
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短距離レーザー

詳細情報
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66.4mm(L)×34.7mm(W)×25.3mm(D)
2.62in.(L)×1.37in.(W)×1.0in.(D)

�����

�������������

�������
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	��������
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イメージャ

短距離

����� ���������	�����

交換可能なバッテリー
交換可能なトリガー　
���
������

��� �����は、小型かつ軽量であり、ハンズフリー式の��ウ
ェアラブルリングスキャナーの最適な選択として、経済的
かつ効率的に作業効率を向上させます。

GS R1521

��� �����は、小型で信頼性が高く、ウェアラブルなスキャ
ナーとして、低品質の印刷物や画面上のバーコードの読
み取りをサポートし、大量のスキャン作業負荷を実行でき
ます。

短距離イメージャ

GS R1522 短距離イメージャ

詳細情報

型番

寸法

重量

センサー技術

デコード範囲

サポートエンジン

バッテリー容量

作業時間
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64.8mm(L)×34.5mm(W)×24.7mm(D)
2.56in.(L)×1.36in.(W)×0.97in.(D)

�������

�������������
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イメージャ

中・短距離

��� 	������ ��� 	������

交換可能なバッテリー
交換可能なトリガー　
���
������

��ウェアラブルスキャナーである�������は、耐久性が
抜群な素材で作られており、優れたユーザー体験を提供
します。これにより、直感的な照明フィールドと���エイマ
ーで、印刷およびモバイルバーコードを高性能的にスキ
ャンできます。

GS R3520

信頼性の高い��ウェアラブルスキャナーである��������
は、高品質の光学部品を採用し、スキャン性能を保証で
き、スキャンの機能とサイズのバランスを実現します。

GS R3521

中・短距離イメージャ

中・短距離イメージャ

詳細情報

型番

寸法

重量

センサー技術

デコード範囲

サポートエンジン

バッテリー容量

作業時間
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交換可能なバッテリー
交換可能なトリガー　

���
������

エンタープライズクラスの耐久性を備え、頑丈で最もコンパクト
なデザインに設計られています。いままでにない高速バーコー
ド収集速度を実現し、�������	��以上離れたすべての��または
��バーコードを、ほぼ数ミリ秒以内にキャプチャできます。視野
が広くて、大きなバーコードや複数のバーコードを至近距離で
簡単に読み取ることができます。

GS R5520

GS R5521
エンタープライズクラスの耐久性を備え、頑丈で最もコンパクト
なデザインに設計られています。
スキャナーまたはバーコードが動いているかどうかを問わず、
作業者がバーコードをすばやくキャプチャできます。作業範囲
が非常に広くて、���������以外のバーコードをキャプチャで
きます。また、写真を撮って配達や損傷の申し立てを証明したり
、書類を撮ったりすることもできます。また、配達や損害賠償請

エンタープライズクラスの耐久性を備え、頑丈で最もコン
パクトなデザインに設計られています。
��と��バーコード、検索・編集可能な法律、通信、��およ
び��ドキュメント、あらゆるデータに強大なパフォーマン
スを提供し、作業範囲は���������以上に拡大します。

GS R5522

エンタープライズクラスの耐久性を備え、頑丈で最もコン
パクトなデザインに設計られています。
より高いパフォーマンスと信頼性を実現し、バーコードス
キャンの速度が向上して、大容量のアプリケーションを満
たすことができます。移動中のバーコードを読み取ること
ができて、スキャン速度と生産性を向上させます。

GS R5523 中・長距離イメージャ

中・長距離イメージャ

中・長距離イメージャ

中・長距離イメージャ

詳細情報 エンタープライズクラスの耐久性を備え、
頑丈で最もコンパクトなデザインに設計られています。
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イメージャ

中・長距離

���

�������� �������� �������� ��������

����

��� 	������ ��� 	�������� ��� 	������ ���������	�����

型番

寸法

重量

センサー技術

デコード範囲

サポートエンジン

バッテリー容量

作業時間
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シームレスなワークフローを可能にします

RUGLOVE

すべての��リング式のスキャナーに適用します
両手で操作
軽量で人間工学的な快適性と操作上の便利さを
提供します

長いトリガーライフサイクル
摩耗に強い耐久性のある素材
作業者はこの手袋でスキャナーを共有するこ
とができます



THUMBUTTON
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アイテム パラメーター

寸法

充電時間

電源インジケーター

充電インジケーター
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赤色のLEDが点灯している場合は、電源
がオンになっていることを意味します。緑
のLEDが点灯している場合は充電中、消
灯している場合は満充電、点滅している場
合はバッテリーなしを意味します。

すべての��リング式のスキャナーに適用します
ハンドヘルドスキャン用の大きいトリガーボタン
作業者が首やヒップに着用できます
調整可能なコードを金属ワイヤーに更新されました

頑丈で耐久性があります

すべてのGSリング式のスキャナーに適用します充電器
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その他の部品
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Tianjin
İstanbul

Heinsberg

New Jersey

Mexico City

GERMANYUSA
Generalscan Inc.
200 Buckelew Ave, 
Jamesburg,  NJ, 08831
+1 1469583-7367

Generalscan Electronics GmbH
Heinrich-Koulen-Weg 3,
52525 Heinsberg Germany
+49 24529892299

CHINA
Generalscan Electronics Limited 
Room A605 ,6 Floor, Building 3,
Ya Di Science Park, He Tai Road, 
BaiYun District , Guangzhou , 
+86 020-31528412 

Generalscan Elektronik Limited
Fatih Sultan Mehmet, 34771
Ümraniye/İstanbul
Relux RSO 7th floor, 43
+905461001777

TURKEY
Calzada de la Virgen #135-B 
Col. Avante. Del. Coyoacán, 
04460 CDMX. México
+52 55 6805 3384 

MEXICO

スキャンで世界を移動させ、デコードで未来を創造する。

sales@generalscan.cloud

お問い合わせ

お問い合わせ


