
特徴

グローバルな展開に 
向けたビジネスクラスの 
RFID ハンドヘルド
欧州、日本、および米
国の RFID 周波数帯に
対応した地域をサポート

RFIDリーダ エンジン
高 速 読 み 取りと 高 ス
ループットのための、高
度で高効率の読み取り
性能を提供

使いやすいアプリケー
ション プログラミング  
インタフェース（API）
迅速でコスト効果の高い
アプリケーション開発

RFID のメリットを最大限に拡張
RFD5500 UHF RFID Sled は、業界をリードする RFID 
技術を MC55、MC65 モバイル コンピュータにもた
らします。* この汎用アクセサリにより、これらのモバ
イル コンピュータが、店頭、絨毯敷きのビジネス エ
リア、または WAN を使用できる MC65 の場合は屋
外での使用に適した最先端のハンドヘルド RFID リー
ダに変わります。軽量で頑丈な設計、バランスの取
れたピストル グリップ型の RFD5500 は、読み取り操
作を頻繁に行う用途に適しています。高度で高効率の
RFID リーダ エンジンは、高速な読み取りと高スルー
プットを実現し、作業の生産性を高めます。

優れたRFID 性能
ほとんどの RFID リーダは、読み取り距離が長い直
線偏波またはカバー範囲が広い円偏波のアンテナを
選択します。特許を取得した無指向性アンテナは、世
界最高の優れた読み取り範囲とカバー領域を提供し
ます。RFD5500 の方向に依存しないアンテナは並外
れた信頼性を提供するため、タグにリーダを正確に
合わせる必要がなくなります。そのため、小売店に積
まれた衣類やオフィスのファイルボックスに詰められ
たファイルからデータ センター内の棚一杯のデータ 
テープまで、非常にキャプチャが困難なアイテムにお
いても、RFID データを迅速かつ正確に読み取ること
ができます。
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使いやすい位置特定機能
多くの RFID ハンドヘルド リーダは、棚など、アイテムの 
おおまかな近接位置を特定できます。RFD5500 は、
オーディオと視覚による直感的な合図を独自に組み
合わせて、従業員に目的のアイテムの正確な場所を
すばやく指示します。特定のアイテムにデバイスが近
づくと、ブザー音が大きく小刻みになり、スライド グ
ラフィック バーのサイズが大きくなります。そのため、
どこに有っても、迅速かつ容易に個別アイテムを見つ
けることができます。

デュアル データ キャプチャ機能
RFD5500 は、クラス最高の RFID データ キャプチャ
技術をクラス最高の MC55、MC65 のバーコード ス
キャニング機能に追加するものです。1 台のデバイス
で 2 つのリーダを使用する汎用性により、ワークフ
ローを妨げることなく、製品の検索、照準線から外れ
た RFID データ、損傷したり不鮮明な 1D バーコード
の読み取りを行うことができます。購入し管理するデ
バイスを減らすことで、所有コストを減らすことができ
ます。

* MC55 シリーズ（MC55A0-xxx）および MC6X シリーズ（MC65）をサポート

モバイル コンピュータをビジネスクラスのハンドヘルド RFID リーダに

RFD5500 UHF RFID SLED
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製品仕様
物理特性 

寸法 20 x 18 x 7.5 cm 

重量 395 g 
（MC55 を除く）

RFID バッテリ  3.7V/2400 mAh 

データ キャプチャ オプション  
RFID

ユーザ環境 **

耐落下衝撃性能 動作温度範囲内において 4 フィート（1.2 m）
の高さからコンクリートに落下

耐転倒衝撃性能 室温で 250 回 の 1.64 フィート（0.5 m）の
転倒（500 回の落下）

動作温度 -10 °C ～ 50 °C（14 °F ～ 122 °F） 

保管温度 -40 °C ～ 70 °C（-22 °F ～ 160 °F） 

湿度 5 ～ 85% 結露なし 

静電気放電（ESD） +/-15kV の空中放電 
 +/-8kV の直接放電、 
 +/-8kVdc の間接放電

RFID 

電力出力 EU:1/2W ERP 
日本 :1/2W EIRP 
米国 :1W EIRP

アンテナの種類 内蔵型無指向性

周波数範囲 EU:865 ～ -868 MHz 
日本 :918 ～ -920 MHz 
米国 :902 ～ -928 MHz

標準規格への対応 EPG Global Class 1 Gen 2

規制仕様 

EMI/EMC  FCC Part 15 Class B、ICES 003 Class B、 
EN 301 489-1、EN 301 489-3、EN 55022、
EN55024 

電気安全規格 UL 60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1、 
IEC 60950-1 

無線放射 EU:EN 50364、米国 :FCC OET Bulletin 65 
Supplement C、カナダ :RSS-102 

RFID  EU:EN 302 208、FCC 15.247 
カナダ :RSS 210

保証

RFD5500 において、製品に何の改造も加えられておらず、正常かつ適
切な状況下で使用されている場合、製品出荷日から 1 年（12 か月）間、
材質または製造上の欠陥が発生しないことを保証します。

1 AC リップル含有率が高い LED ライトは、スキャン性能に影響する
ことがあります。 

注意 : 本製品の修理には、ゼブラ独自の部品（およびゼブラ独自の
情報）が必要な場合があります。ゼブラは、これらの部品の販売（お
よびこの独自情報の提供）をセルフサービスのエンドユーザに対して
のみ行います。これは米国内で適用されます。その他の国については、
ゼブラのアカウント マネージャまたは各国のゼブラカスタマ サービス
担当者にお問い合わせください。

MAX RFID ANTENNA

特許を取得した無指向性
アンテナにより、RFID ソ
リューションのパフォーマ
ンスを最大限に高めます。
直線偏波と円偏波の独自
の組み合わせにより、読
み取り範囲とカバー領域
を最大化し、キャプチャ
が非常に困難なアイテム
においても、タグをキャ
プチャするために必要な
信頼性を十二分に提供し
ます。

MAX SECURE

MAX Secure は、政府や
公安における機密性の
高い用途を含め、WLAN 
や WWAN 上でセキュア
なデータ伝送を確実にす
るために必要なセキュリ
ティ機能を提供します。

Sled への MC55、MC65 の組み込み
しっかりはまるまでモバイル コンピュータを Sled にスライド
します。ラッチを使って、モバイル コンピュータを Sled に
固定してください。

** 本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時 
 全ての環境での動作を保証するものではありません。また、無破損、 
 無故障を保証するものではありません。
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