Bluetooth キーボード接続説明書
CR2300 / CR2600 / CR3600
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スマートフォン・タブレット（モバイルデバイス）と接続するための認証作業
CR2300 / CR2600 / CR3600 は多くのモバイルデバイス

4.

に Bluetooth キーボードとして接続出来ます。

リーダーが Bluetooth デバイスのリストに Code
CR2600 として表示されます。Code CR2600 を選択

使用するモバイルデバイスより“設定”メニュー

して下さい。モバイルデバイスによってはマニュ

を選択して下さい。

アル操作によるリストの更新を要求される場合が

2.

“Bluetooth 設定”を選択して下さい。

あります。

3.

下記の設定コードを読取してリーダーをモバイル

1.

※

デバイスより検知可能状態にします。

CR2300 / CR3600 をご利用の場合でも CR2600 と表
示されます。そのまま CR2600 を選択して下さい。

5.

PIN コードが表示されます。

6.

リーダーからビープ音が 2 回鳴ったら PIN コード
を入力します。PIN コードテーブル（6P 目）を表
示された PIN コードの順番で読取して下さい。最

※

リーダーが検知可能モードになるとビープ音が 2
回鳴ります。その後、モバイルデバイスより 30 秒

後に Submit のコードを読取して下さい。
7.

デバイスリストに認証されたデバイスとして

間検知出来ます。

Code CR2600 が表示されます。リーダーがビープ

30 秒以内に検知できなかった場合は、再度設定コ

音を 1 回鳴らし、Wireless アイコンが緑色に点灯

ードを読取して下さい。

したら設定完了です。

Apple iOS 用のキーボード表示・非表示オプション
CR2300 / CR2600 の場合は下トリガーボタンを押すと

キーボード表示オプションを有効にする場合は、下記

iPhone、iPad のソフトキーボード表示・非表示を切り替

設定コードを読取して下さい。

えます。
CR3600 は左ソフトボタンを押すと切り替えます。

無効にする場合は、下記設定コードを読取して下さい。

※

キーボード表示オプションは Apple iOS のデバイス
のみ有効です。



他のモバイルデバイスに接続する
1． 既にペアリングをしているリーダーを他のモバイ

2.

Code CR2600 が新たに接続するモバイルデバイス

ルデバイスに接続したい場合は、下記の設定コー

の Bluetooth のリストに表示されます。選択して下

ドを読取して下さい。

さい。

※

CR2300 / CR2600 / CR3600 のバッテリーを外した
り、電源 OFF になった後、再度電源を入れた際は、
もっとも最近に接続したデバイスに再接続しま
す。

2．

接続履歴のクリア
モバイルデバイスの接続履歴をクリアする場合は、下
記の設定コードを読取して下さい。

※

ペアリンクされた接続履歴を削除した場合、再度
モバイルデバイスを接続する際は PIN コードの入
力からやり直す必要があります。

3．



Windows 7 と接続するための認証作業
ホスト PC に組み込まれている Bluetooth、または外付

5.

け USB ドングルが必要です。
1.

2.

Code CR2600 を選択すると PIN コードが表示され
るか、PIN コードを入力する画面が表示されます。

右下のタスクトレイより Bluetooth アイコンを選

入力画面が表示された場合は 4 桁の任意の数字を

択して下さい。

入力して下さい。

Bluetooth アイコンを右クリックして“デバイスの

6.

追加”を選択して下さい。

リーダーからビープ音が 2 回鳴ったら PIN コード
を入力します。PIN コードテーブル（6P 目）を表
示された PIN コードの順番で読取して下さい。最
後に Submit のコードを読取して下さい。

※

PIN コードの入力を 30 秒以内に終了しなかった場
合は、再度ステップ 3 からやり直して下さい。

7.

認証が成功するとペアリングされたデバイスとし
て Code CR2600 が表示されます。

3.

下記の設定コードを読取してリーダーを検知して
下さい。

4.

Code CR2600 がデバイス欄に表示されます。選択
して下さい。

8.

リーダーがビープ音を 1 回鳴らし、Wireless アイ
コンが緑色に点灯したら設定完了です。

9.

メモ帳などを開いてバーコードを読取して下さ
い。正常に接続しているとデータが表示されます。



Windows 8 と接続するための認証作業
ホスト PC に組み込まれている Bluetooth、または外付

4.

け USB ドングルが必要です。
1.

デバイスウィンドウに Code CR2600 が表示されま
す。選択して下さい。

スタート画面より“設定”を選択して“PC 設定の
変更”を選択して下さい。

5.
2.

Code CR2600 を選択すると PIN コードが表示され

下記の設定コードを読取してリーダーを検知して

るか、PIN コードを入力する画面が表示されます。

下さい。

入力画面が表示された場合は 4 桁の任意の数字を
入力して下さい
6.

リーダーからビープ音が 2 回鳴ったら PIN コード
を入力します。PIN コードテーブル（6P 目）を表
示された PIN コードの順番で読取して下さい。最
後に Submit のコードを読取して下さい。

※

リーダーが検知可能モードになるとビープ音が 2

7.

回鳴ります。その後、モバイルデバイスより 30 秒

認証が成功するとペアリングされたデバイスとし
て Code CR2600 が表示されます。

間検知出来ます。
30 秒以内に検知できなかった場合は、再度設定コ
ードを読取して下さい。

3.

“デバイス”を選択して“デバイスの追加”を選
択して下さい。

8.

リーダーがビープ音を 1 回鳴らし、Wireless アイ
コンが緑色に点灯したら設定完了です。

9.

メモ帳などを開いてバーコードを読取して下さ
い。正常に接続しているとデータが表示されます。



PIN コード入力テーブル

※ PIN コードの入力が失敗する場合は、データ末尾に制御文字が付いている場合があります。
下記設定コードを読取して制御文字をクリアして下さい。



