ロジスティクス

郵便
•
•
•
•

モバイルコンピュータ
固定式産業用スキャナ
産業用ハンドヘルドスキャナ
センサとセーフティ

世界中の郵便サービスは、郵便物のスムーズで効果的な移動を実現するため
に、Datalogicのテクノロジーを導入しています。Datalogicのセンサとビジョンシス
テムは、サイズ、重量、ソーティング設備で小包の仕分けのために検知を行ってい
ます。Datalogicのハンドヘルドスキャナとモバイルコンピュータは、郵便局の窓口
での取り扱い、運転免許証のチェック、確認と署名を受ける処理において配達を円
滑にしています。

物流
• 固定式産業用スキャナ
• 産業用ハンドヘルドスキャナ
• モバイルコンピュータ
専任のロジスティクス企業やサードパーティロジスティクス（3PL）は、材料を工
場への配送、物流センタに保管のための配送、小売業への商品の配送を昼夜問わず
続けています。効果的にこの流れを維持するために、ロジスティクス企業は、Datalogicの製品とテクノロジーを活用しています。ビジョンシステム、スマートカメ
ラ、センサと固定式バーコードリーダが、高速でコンベア上を流れる商品を追跡し
ます。産業用ハンドヘルドスキャナと堅牢なモバイルコンピュータが、作業者が行
なう出荷、受入、梱包、パレット積載の業務を効率化します。

空港
•
•
•
•

モバイルコンピュータ
固定式産業用スキャナ
産業用ハンドヘルドスキャナ
汎用ハンドヘルドスキャナ

旅行者の移動とタイトなスケジュールを円滑にするために、空港はDatalogicのデー
タキャプチャソリューションを活用しています。Datalogicのイメージャ、長距離ス
キャナ、カメラで手荷物と貨物の移動を追跡します。その間、ハンドヘルドスキャ
ナとモバイルコンピュータが搭乗券をチェックし、貴重品を追跡し、手荷物が積み
込まれたことを確認しています。寸法計測ソリューションは、手荷物と貨物の正確
な積み込みをサポートします。

業界ガイド

カスタマサービス組織

Datalogicのカスタマサービス組織はポスト
セールスサービスを幅広く、完全な範囲で
提供します。特定の問題に沿った適切な専
門的アシスタントを保証するために３段階
のサポートを行うように組織化されていま
す。Datalogicのカスタマサービスは、全製品
にわたり広範な技術的ノウハウを有する、
複数言語対応の専門家チームを各地域に展
開しています。
当社の標準的なサービスのポートフォリオ
が含むもの：保証期間延長、迅速な修理対
応、24時間365日の電話サポート、翌日のオ
ンサイト対応、サイトの調査。Datalogicは特
有のニーズに対して提供可能なサービスを
提案することが可能です。
我々の専門家は、フィジビリティスタディ
から拡張ポストセールスサポートまで、プ
ロジェクトの各ステージをサポートしま
す。必要とあれば、原因の分析と改善を行
います。

我

Datalogicは、自動データキャプチャとプロセスオートメーション市場のグローバルリーダ
であり、バーコードスキャナ、モバイルコンピュータ、産業用センサ、セーフティセン
サ、RFID、マシンビジョン、レーザマーキングシステムの設計と製造に特化しています。

々は、クラス最
高の統合されたソリュー
ション、堅実なプロジェ
クト管理、比類なきテク
ニカルサポートで、宅
配便 – エクスプレス – 小
包、空港、倉庫運用、仕
分けプロセスで効率的か
つ有効なデータ収集を確
実にします。

Datalogicのソリューションは、小売、製造、ロジスティクス、ヘルスケア業界の生産プ
ロセスの効率化と品質向上に貢献します。
この代表的な4つの業界で世界を牽引する企業の多くは、47年にわたるDatalogic製品を
使用しています。
現在、イタリア・ボローニャに本社を置くDatalogic Groupは、28か国に約3,200人のスタ
ッフを擁し、米国、ブラジル、イタリア、スロバキア、ハンガリー、ベトナム、中国、
オーストラリアに開発、製造、修理施設を持っています。
2018年、Datalogicの売上高は6億3100万ユーロ（約760億円）に上り、研究開発に6199万
ユーロ（約75億円）を投資し、世界各地で1,200件を超える特許を保有しています。
Datalogic S.p.A.は、2001年よりイタリア証券取引所に上場しています。
Datalogicの詳細については、www.datalogic.comをご覧ください。
DatalogicおよびDatalogicロゴは、米国および欧州を含む多くの国におけるDatalogic
S.p.A.の登録商標です。

EASEOFCARE
サービスプログラム
製品が常に最高のパフォーマンスで動作
していることを保証にするために、DatalogicのEASEOFCAREサービスプログラム
は、優れたライフサイクルサポートを提
供します。お客様のビジネス要件に合わ
せて、様々なサービスプログラムが利用
可能です：

郵便

物流

空港

カバレージの範囲の延長
（3年あるいは5年のオプション可能）
貨物輸送の条件の充実
工場のパーツと手順

宅配便・小包

選択された工場アップグレード

• 固定式産業用スキャナ
• 寸法計測器
• モバイルコンピュータ
大企業は、セキュリティとトレーサビリティを維持しつつ、商品や材料を効率的に
運ぶために宅配業者を活用しています。商品が積み込まれる時、Datalogicの寸法計
測ソリューション、センサ、ビジョンシステムが小包を追跡し、正確な積み込み
をサポートしています。Datalogicのモバイルコンピュータとハンドヘルドスキャナ
が、配達確認と署名を受けるという最後の瞬間までをサポートし、最終的な詳細情
報を通して、視認性を確保しています。

バッテリー管理

あなたの地域で利用可能なサービスの種
類について知るには、営業担当者までご
連絡ください。
www.datalogic.com
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宅配便と小包

空港

宅配便と小包

郵便
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1. チェックインと手荷物の
預け入れ処理

2. 手荷物ハンドリングシ
ステム

Datalogicのバーコードリーダ
が、空港内のあらゆる場所で、
紙または携帯電話の乗客搭乗
券をスキャンします。ハンドヘ
ルドスキャナまたはOEMエンジ
ンが組み込まれたキオスクによ
り、搭乗およびセキュリティチ
ェックポイントを通じて乗客を
迅速かつ効率的に処理します。

Datalogicのテクノロジーが、チ
ェックインされた手荷物のバ
ーコードを読み取るために、
手荷物ハンドリングシステム
に採用されています。画像処
理技術とRFIDリーダもまた、
システム内を移動する手荷物
の識別性能とトレーサビリテ
ィの確保をよりよくするため
に採用されています。

3. 規格外

4. 手荷物と貨物の照合

1.入庫と誘導

2. 仕分け

3. 出荷

4. フィールドモビリティ

Datalogicの寸法計測システム
は、ハンドリングシステムで
移動中の荷物を、自動的に解
析します。これは、X線の機械
が手荷物の内容物を検査して
いる間にも、超過サイズある
いは規格外の荷物の経路変更
を可能とします。

航空機に積み込まれる手荷
物や貨物の効果的な追跡
は、Datalogicのモバイルデバイ
ス、産業用スキャナ、モバイ
ルコンピュータが利用されて
います。リアルタイムのトレ
ーサビリティを維持するため
にWi-Fiを利用しながら、ペー
スが速い空港での厳しい使用
環境でも活躍できるように堅
牢に作られています。

バン、トラック、トレーラ
ー、飛行機のコンテナなどで
の荷下ろし中、Datalogicのテ
クノロジーを利用すると、メ
インの施設内に小包が運ばれ
る際に、容易に小包の識別が
できます。各小包のバーコー
ドの情報は、正しい保管場所
を指示するために、そしてト
レーサビリティを維持するた
めに、ビジョンシステムと固
定式リーダにより読み取られ
ます。

Datalogicの寸法計測システム
が組み込まれたシングルまた
はマルチスキャントンネル、
そしてマシンビジョンソリュ
ーションが、高速の仕分けシ
ステム上でパッケージを識別
し、仕分けを行ないます。寸
法計測システムは、承認され
た規格が要求されており、リ
アルタイムのイメージ保管が
ビデオコーディングとOCRのた
めに使用されています。リア
ルタイムのパターン認識技術
により、有害物質のラベルが
識別され、仕分けの決定を行
ないます。

統合されたDatalogicビジョ
ンシステム、スマートカメ
ラ、RFIDリーダ、寸法測定
器、または固定スキャナーを
備えたインテリジェントなア
ウトバウンドシステムが、パ
ッケージの自動割り当てを実
行します。バーコードのラベ
ルは自動的に荷物に貼り付け
られ、Datalogicリーディング
システムによって自動的に検
出および検証されます。パレ
ットまたは大型貨物の手動操
作は、産業用ハンドヘルドス
キャナーとモバイルコンピュ
ーターでサポートされている
スタッフによって実行されま
す。

配達の最終段階におい
て、Datalogicモビリティソリュ
ーションを搭載したドライバ
は、音声、データ、またはテ
キストによる継続的な通信操
作とサポートを行いながら、
荷物の受け取りと配達を確認
し、署名を収集して支払いを
受け取ります。

1. 受入と誘導

2. 小包の仕分け

バン、トラック、ト
レーラーの荷降ろし
中に、Datalogicテク
ノロジーにより、小
包が主要施設に移動
する際に、小包の広
範囲を簡単に識別す
ることができます。
各面のバーコード情
報はスキャナによっ
て読み取られ、適切
な場所に送られてト
レーサビリティが維
持されます。

Datalogicの小包仕分けソリューションは、
モジュール式で使いやすく、柔軟で、自動
化されたソリューションを提供し、宝石な
どの小物や小包を処理します。これらのソ
リューションはモジュール式であり、最小
の床面積で設置できます。完全なレポート
および診断機能を提供しながら、移動中の
スケールを統合し、プリンターアプリケー
ターにラベルを付けることができます。こ
れらのDatalogicシステムは、eコマースのオ
ーダーピッキング、リバースロジスティク
ス、宝飾品、およびその他のアプリケーシ
ョンで使用されます。

3. 小包の輸送と仕
分けシステム

4. フィールドモビ 5. POS
リティ

バーコードの読み取
りとアイテムの検出
により、荷物を配送
センターの適切なエ
リアに安全、迅速、
正確に配送できま
す。超過サイズの小
物は、クロスドッキ
ング用途の高速シス
テムを含む複数の搬
送技術を使用して処
理されます。

配送段階で
は、Datalogicモバイ
ルソリューションを
搭載したドライバー
が荷物の受け取り、
配送を確認し、署名
を収集するか、電子
的に支払いを受け取
ります。モバイルソ
リューションは、音
声、データ、テキス
トを介して、配達ド
ライバとの通信を常
に確保し、データを
リアルタイムで処理
し、更新します。

郵便業務において、
窓口業務、運転免許
証チェック、配達確
認と署名の取得でド
ライバを楽にするた
め、Datalogicのハン
ドヘルドスキャナと
モバイルコンピュ
ータが使用されてい
ます。

1. 受入

2. 収納

3. 保管

4. オーダーの履行

5. 出荷

Datalogicテクノロジー
は、自動受入システムを
強化し、処理されるア
イテムの速度と量を増や
します。ビジョンシステ
ム、寸法測定器、スマー
トカメラ、固定スキャナ
などによって駆動され、
注文を受け、アイテムが
識別され、ラベルが印刷
され、パレタイジングと
クロスドッキングが実行
されます。

安全、高速、正確な輸
送システムには、高速
運搬のために複数のコ
ンベアが採用されていま
す。これらのコンベアは
Datalogicのセンサ、ビジ
ョンシステム、スマート
カメラ、固定式リーダに
依存しています。
手動の操作は、Datalogic
のVMT、堅牢なハンドヘ
ルドスキャナ、ワイヤレ
ステクノロジーを使用
し、ラックに商品を保管
するフォークリフトで使
用しています。

自動化ストレージおよび
検索システムは、自動化
されたクレーンまたはコ
ンベアを使い、冷蔵食
品を含むケースまたは
荷物の在庫を処理しま
す。Datalogicのセンサ、
ビジョンシステム、スマ
ートカメラ、固定式リー
ダが商品の適切な保管
場所と検索を確実にしま
す。箱が壊れた在庫品の
保管場所で、産業用ハン
ドヘルドスキャナとモバ
イルコンピュータを使用
しての手動操作を行い
ます。

出荷コンテナの一つある
いは複数のオーダーの処
理で、ハンドヘルドスキ
ャナ、モバイルコンピュ
ータ、固定式リーダを含
むDatalogicのソリューシ
ョンは正確さと適時性を
確実にする手助けをしま
す。梱包、梱包明細、出
荷ラベルの貼付を含むオ
ーダーの履行は、箱ある
いはユニットレベルで容
易となっています。

仕分けシステム
は、Datalogicのビジョン
システム、イメージャカ
メラ、レーザリーダを使
用することで、出荷のカ
ートンを識別し、正しい
出荷レーンへと搬送し
ます。
出荷明細システム
は、Datalogicの寸法計測
データ、重量情報、配送
先情報により、正確なラ
ベル付けと低い出荷コス
トを確実にします。

