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◆更新履歴◆

版数 日付 説明

初版 平成23年5月20日 初版作成

２版 平成23年7月2日 2版作成。ﾊﾞｰｺｰﾄﾞの読み取り可能な最大桁数を12桁に変更

３版 平成24年12月25日 3版作成。総合版として改訂
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１－１． 実行環境

※ ハードウエア
① ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ

ﾃﾞﾝｿｰｳｪｰﾌﾞ社製
1次元対応機種：BHT-500B・300B ・8000・7064・6500・6000

2次元対応機種：BHT-300Q

② ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ通信ﾕﾆｯﾄ
ﾃﾞﾝｿｰｳｪｰﾌﾞ社製ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ対応機種に準ずるﾊﾞｯﾁ式のもの
（LAN対応通信ﾕﾆｯﾄ機種には適用しておりません）

③ Microsoft社製 Windows2000（SP4）以降、WindowsXP（SP3）迄を
OSとするﾊﾟｿｺﾝ

※ ソフトウエア
① OS（ Windows2000（SP4）以降）、WindowsXP（SP3）迄

② 開発ﾂｰﾙのｺﾝﾄﾛｰﾙﾌｧｲﾙ（ｾｯﾄｱｯﾌﾟ時にｲﾝｽﾄｰﾙ）

１．はじめに



２－１． ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ起動時、ﾒﾆｭｰ画面

画面① 初期電源投入時 画面② メニュー表示

２．ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ画面仕様

※ﾒﾆｭｰ画面機能について

BHTの処理は、ﾒﾆｭｰ画面に表示される項目に該当するﾎﾞﾀﾝを押下することで、各処理の
画面に遷移します。

数値ｷｰ「１」押下：ﾊﾞｰｺｰﾄﾞの情報をｽｷｬﾝし、情報を収集するための画面に遷移します。

数値ｷｰ「２」押下：ﾊﾞｰｺｰﾄﾞの収集した情報を管理PCへ送信するための画面に遷移します。

数値ｷｰ「３」押下：BHTに割り振る、本体管理番号を設定するための画面に遷移します。

ｺﾏﾝﾄﾞｷｰ「SF」＋「F1」押下：収集したﾃﾞｰﾀの強制削除を行うための画面に遷移します。

ｺﾏﾝﾄﾞｷｰ「M2」押下：当ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを終了し、BHTの電源を切ります。

DENSO

[メニュー]

1:バーコード収集

2:データ実績送信

3:環境設定

[M2]終了
[SF]＋[F1]強制削除

DENSO

BHT簡易収集ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
Ver0.00

Copyright
(C)2010-2011

SystemLink Co.,Ltd

※画面ｲﾒｰｼﾞはBHT-500Bの場合です



２－２． バーコード収集

ﾒﾓﾘ登録

画面① メニュー画面にて
「1:ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ収集」を選択

画面②
・M1ｷｰ押しにてﾒﾆｭｰ画面に戻ります

※画面②の表示内容について

１．「現」と表示されている項目が、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞをこれから入力しようとする項目です。ﾊﾞｰｺｰﾄﾞのｽｷｬﾝ
読取りと、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞによる手入力が可能です。

２．「前」と表示されている項目は、1回前の入力履歴が表示されます。

３．ﾊﾞｰｺｰﾄﾞが12桁より大きい情報を含んだものをｽｷｬﾝ読取りした場合は、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞが表示されます。

４．「入力件数」には、BHTに登録されたﾊﾞｰｺｰﾄﾞの総入力履歴件数を表示します。
ﾒﾆｭｰ画面に戻り再度、当画面処理を復帰しても、以前に入力を行った件数を照会して件数
表示を行います。

２．ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ画面仕様

DENSO

[メニュー]

1:バーコード収集

2:データ実績送信

3:環境設定

[M2]終了
[SF]＋[F1]強制削除

DENSO

[バーコード収集]

バーコードを入力
現:[999999999999]

前:[999999999999]

入力件数：99999

[M1]ﾒﾆｭｰ

※画面ｲﾒｰｼﾞはBHT-500Bの場合です



画面① メニュー画面にて
「2:ﾃﾞｰﾀ実績送信」を選択

画面②

２－３． ﾃﾞｰﾀ実績送信

※未送信ﾃﾞｰﾀ有り
画面③
※未送信ﾃﾞｰﾀ無し

M1:送信開始

M2:ｷｬﾝｾﾙ（ﾒﾆｭｰに戻る）

画面④
※送信エラー

※PC側受信完了

M1:確認

M1:確認

２．ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ画面仕様

DENSO

[メニュー]

1:バーコード収集

2:データ実績送信

3:環境設定

[M2]終了
[SF]＋[F1]強制削除

DENSO

[データ送信]

前回のﾊﾞｰｺｰﾄﾞ収集
ﾃﾞｰﾀはありません

[M1]確認

DENSO

[データ送信]

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ収集ﾃﾞｰﾀの
送信を開始します

[M1]OK [M2]ｷｬﾝｾﾙ

DENSO

[データ送信]

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ収集ﾃﾞｰﾀ
送信に失敗しました

[M1]確認

※画面ｲﾒｰｼﾞはBHT-500Bの場合です



２－３． ﾃﾞｰﾀ実績送信

画面⑤ ﾃﾞｰﾀ送信中状態 画面⑥ ﾃﾞｰﾀ送信完了

前頁の画面②にてﾃﾞｰﾀ送信を実
行すると、上図のように送信進
捗を表す画面になります。
ﾃﾞｰﾀ送信中に「C」ｷｰを押下す
ると、ﾃﾞｰﾀ送信を中断できます。

ﾃﾞｰﾀ送信が正常終了すると、上
図のようにﾒｯｾｰｼﾞが表示されま
す。
「M1」ｷｰを押下すると画面⑦
に遷移します。

画面⑦ 実績ﾃﾞｰﾀ送信完了後

送信済みのﾃﾞｰﾀ削除を行うか
確認を求められます

ﾃﾞｰﾀ削除の詳細は、「２－５：
強制削除」の頁をご覧ください。

※注意事項

BHTにてﾃﾞｰﾀ送信が正常終了しても、PC側のﾃﾞｰﾀ受信において何らかのﾄﾗﾌﾞﾙの発生でﾃﾞｰﾀ
取り込みが失敗することがあります。
ﾃﾞｰﾀ送信完了後のﾃﾞｰﾀ削除処理については、PC側がﾃﾞｰﾀ受信が正しく行われたことを確認
した上で、BHTのﾃﾞｰﾀ削除を実行してください。

※ﾃﾞｰﾀ送信中のHHTの画面状態について補足

２．ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ画面仕様

DENSO

[データ送信]

送信中
00000

[C]ｷｬﾝｾﾙ

DENSO

[データ送信]

正常終了しました

[M1]確認

DENSO

[強制削除]

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ収集ﾃﾞｰﾀ
を強制削除します
よろしいですか？

[M1]OK    [M2]ｷｬﾝｾﾙ

※画面ｲﾒｰｼﾞはBHT-500Bの場合です



２－４． 環境設定

ﾒﾓﾘ登録

画面① メニュー画面にて
「3:環境設定」を選択

画面②
・M1ｷｰ押しにてﾒﾆｭｰ画面に戻ります

※環境設定について

BHTに本体管理番号を付与することで、そのBHTをどのﾕｰｻﾞに渡したのか履歴を取ることで運用管理に
役立てていただけます。

本体管理番号が設定されていないBHTの場合は、電源投入時は必ず本体管理番号の設定画面が起動し、
設定を求められます。

本体管理番号は、アルファベット「Ａ～Ｚ」、数値「０～９」、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞで入力できる一部記号の
入力が可能です。

２．ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ画面仕様

DENSO

[メニュー]

1:バーコード収集

2:データ実績送信

3:環境設定

[M2]終了
[SF]＋[F1]強制削除

DENSO

[環境設定]

BHT本体管理番号
[XXXX]

[M1]ﾒﾆｭｰ

※画面①
ﾒﾆｭｰ画面へ戻る

※画面ｲﾒｰｼﾞはBHT-500Bの場合です



画面① メニュー画面にて
「[SF]+[F1] 強制:削除」を選択

２－５． 強制削除

M1:OK

※照合・実績
ﾃﾞｰﾀを削除

M2:ｷｬﾝｾﾙ

（ﾒﾆｭｰへ戻る）

画面②

画面③

２．ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ画面仕様

DENSO

[メニュー]

1:バーコード収集

2:データ実績送信

3:環境設定

[M2]終了
[SF]＋[F1]強制削除

DENSO

[強制削除]

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ収集ﾃﾞｰﾀ
を強制削除します
よろしいですか？

[M1]OK    [M2]ｷｬﾝｾﾙ

DENSO

[強制削除]

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ収集ﾃﾞｰﾀ
の強制削除が完了
しました

[M1]確認

※画面ｲﾒｰｼﾞはBHT-500Bの場合です



３．管理ＰＣソフト機能

１．HTﾃﾞｰﾀ受信
・ＢHTが収集を行った実績ﾃﾞｰﾀを受信し、管理PC内にCSVファイル
として保管します。
・実績ファイルの保管先、およびファイル名は、データ受信する前に
指定することができます。

・保管先に同名のファイルが存在した場合に、追記を行うか確認を
求められます。追記を行わない場合は、別のCSVファイル名を
指定することでデータ受信を実行することができます。

２．環境設定
・管理PCと、HHTとの通信環境設定を行うことができます。

３－１．プログラム機能一覧

※この管理PCソフトのバージョン2.0.0は、「Scan Pit! 300Q」との
併用はできません。今後、対応の予定です



３－２．プログラム起動

※ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ起動手順

PCのﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ上にある
「ScanPitへのｼｮｰﾄｶｯﾄ」ｱｲｺﾝを
ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、画面①の
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾄﾙが表示され数秒後に
HTﾃﾞｰﾀ受信画面（画面②）が
表示されます。
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ上にｱｲｺﾝがない場合は、
Windowsのｽﾀｰﾄﾒﾆｭｰにある「す
べてのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」から起動してく
ださい。

画面①

画面②

３．管理ＰＣソフト機能

最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝは
「Ver 2.0.0」です



３－３．HTﾃﾞｰﾀ受信

操作① HTﾃﾞｰﾀ受信画面にある「受信開始」
ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると、「ﾃﾞｰﾀ保存ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ」
画面が起動します。

操作② 操作①の画面にて、「受信開始」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸ
すると、下図のﾃﾞｰﾀ保存ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されます。
保管先、ファイル名を確認していただき「保存」
ボタンをｸﾘｯｸしてください。
この時、既存ﾌｧｲﾙを保存先に指定した場合、追記
保存を行うか確認を求められます。

操作③ ﾊﾟｿｺﾝ側のﾃﾞｰﾀ受信の準備ができましたら、
ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙのﾒﾆｭｰ画面から「2:ﾃﾞｰﾀ実績送信」
を選択。上図の画面が表示され、M1ｷｰを
押すとBHTよりﾃﾞｰﾀ送信を開始します。

操作④

ﾃﾞｰﾀ受信が正常に終了する
と、ﾃﾞｰﾀ保存ﾀﾞｲｱﾛｸﾞにて
指定した保存先に、EXCEL

用CSVﾌｧｲﾙが作成されます。

DENSO

ﾃﾞｰﾀ送信
QRｺｰﾄﾞ収集ﾃﾞｰﾀの
送信を開始します
M1:OK  M2:ｷｬﾝｾﾙ

３．管理ＰＣソフト機能



３－４．環境設定

操作① HTﾃﾞｰﾀ受信画面の上段にあるﾒﾆｭｰﾊﾞｰの
項目「環境設定」をｸﾘｯｸすると、ﾊﾝﾃﾞｨ

ﾀｰﾐﾅﾙの通信設定を行う画面が表示されます。

操作② 表示された画面にて、ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙの通信ﾕﾆｯﾄの接続先「COMﾎﾟｰﾄ番号」と、
COMﾎﾟｰﾄの「通信速度」をリストより選択し、設定内容がよろしければ
設定更新ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸして設定を保存してください。
設定を行う必要が無いときは「閉じる」ﾎﾞﾀﾝにて画面を終了してください。
※ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのｲﾝｽﾄｰﾙ後の初期起動時のﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定は、

COMﾎﾟｰﾄ番号「COM5」、通信速度「115200」と
なっております。

３．管理ＰＣソフト機能



取扱説明書についてのお問い合わせは、
下記、連絡先までご連絡を頂けますよう

宜しくお願いいたします。

株式会社システムリンク
URL：http://www.systemlink-1990.com/

本 社：
〒176-0001
東京都新宿区西新宿 7-1-7 新宿ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞA館 723

TEL 03-5937-1520 / FAX 03-5937-1521
MAIL office@systemlink-1990.com

【 連絡先 】

４．ご案内

mailto:office@systemlink-1990.com
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