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RevStick 仕様書

製品名称 RevStick 1011 RevStick 1012 RevStick 1031
分類
特徴 多用途薄型タグ （金属対応） 金属上用薄型ソフトタグ 金属パイプ用薄型ソフトタグ
製品型式 TSUM-1011 TSUM-1012 TSUM-1031
製品形態 ラベルタイプ
動作周波数 910-960MHz （JPN,US,KR,CN,AU band）
対応エアインターフェース
搭載ＩＣチップ NXP UCODE G2iL
ＩＣメモリサイズ
( EPC/TID/USER )

128 bits / 64 bits / -

基材 PET、発泡PP
外形寸法 （横x縦x厚みmm） 75 x 28 x t 2.5 mm （粘着テープを除く） 85 x 28 x t2.4 mm （粘着テープを除く） 148 x 12 x t1.8 mm （粘着テープを除く）
外観

動作温度／湿度範囲 5 ～ 38℃　／　25 ～ 85%RH 5 ～ 38℃　／　25 ～ 85%RH （評価中）

保存温度／湿度範囲 10 ～ 30℃　／　<70%RH 10 ～ 30℃　／　<70%RH （評価中）
保護等級 IPX4 相当
用途 金属、プラスチックなど 金属表面上用 金属パイプ用
読取り距離（※１） 2m（金属上）、4m（フリーエア、樹脂など） 3m 5m（※２）
粘着剤 アクリル系粘着剤

オプション ・表面印刷（オリジナル印刷、データ印
字）

その他 （耐候性評価中）

製品名称 RevStick 2001 RevStick 2002
分類
特徴 金属上用ハードタグ（標準耐候型） 広帯域金属上用ハードタグ（高耐候型）
製品型式 TSUM-2001 TSUM-2002
製品形態
動作周波数 900-960MHz （JPN,US,KR,CN,AU band） 860-960MHz (Global band)
対応エアインターフェース
搭載ＩＣチップ
ＩＣメモリサイズ
( EPC/TID/USER )
基材 耐候AES 耐候ポリカーボネート
外形寸法 （横x縦x厚みmm）
外観

動作温度／湿度範囲 -20 ～ +60℃　／　<90%RH
（氷結・結露無きこと）

-40 ～ +85℃　／<90%RH
（氷結・結露無きこと）

保存温度／湿度範囲 -20 ～ +60℃　／　<90%RH -40 ～ +100℃　／　<90%RH
保護等級
用途
読取り距離（※１） 5m 4m（Global band)
粘着剤

オプション

その他

※１ 評価金属板（SUS板）などに貼り付け、Voyantic社製 Tagformance
TM

Lite 直線偏波アンテナにて測定。（3.28W e.i.r.p.相当）
弊社環境下での参考値であり保証値では有りません。読取り距離は周辺環境や貼付する材質・形状によって異なります。

※２ RevStick1031については、φ25mmの塗装したスチールパイプへ貼り付けて測定しています。
※３ タグ自体、防水性を有しますが、水没した状態での通信は出来ません。

・粘着テープ（高耐候、強粘着品）

・屋外長期使用可能
　ウェザーメータにて屋外１０年相当の耐環境試験実施。
・取り付け孔加工有り。（φ５．３－２）

Impinj Monza4QT
128 bits / 192 bits / 512 bits

114 x 36 x t8.5 mm （粘着テープを除く）

IPX8　（水深 1m 1h 試験実施）（※３）
金属表面上用

・強粘着、高耐候（オプション）
　アクリル系粘着剤 18.3N/10mm

ISO/IEC18000-6C , EPC Global Class 1 Generation 2

UHF帯パッシブタイプ RFタグ

フレキシブルラベルタイプ
915-925 （JPN）

ISO/IEC18000-6C , EPC Global Class 1 Generation 2
NXP UCODE G2iM
256 bits / 208 bits / 512 bits

PP、発泡PE

・標準品（一般強粘）
　アクリル系粘着剤 15.2N/20mm
・高耐候、強粘着品（オプション）
・高耐候、強粘着品
・表面印刷（オリジナル印刷、データ、バーコード印字）

UHF帯パッシブタイプ RFタグ

樹脂ケース封止



2013/2/26

読取り距離－周波数特性
　評価金属板（SUS板 150x100xt2）貼付
　状態での読取り距離特性。

　RevStick1031のみφ25mmの塗装した
　スチールパイプへ貼付して測定。

　評価金属板（SUS板 150x100xt2）貼付
　状態での読取り距離特性。

　RevStick 1011　多用途特性

　　　評価貼付材
　　　　　　Glass 板ガラス 　100x100xt5
　　　　　　Ceramic 丸皿 　　　φ240xt5
　　　　　　Wood 桜材　　　 160x100xt15
　　　　　　Black Rubber 黒ゴム 　　150x100xt50
　　　　　　Plastic アクリル板 50x50xt5
　　　　　　Free Air 貼付材無し（RFタグのみ）
　　　　　　Cardboard 段ボール紙 t4 　
　　　　　　Metal SUS板　    150x100xt2

　Voyantic社製 Tagformance
TM

 Lite 直線偏波アンテナにて測定。（3.28W e.i.r.p.相当）
　弊社環境下での参考値であり保証値では有りません。読取り距離は周辺環境や貼付する材質・形状によって異なります。

社内耐性評価状況

お問合せ先 〒141-8640 東京都品川区東五反田2-18-1 大崎フォレストビルディング
営業本部室 TEL : 03-4514-2011

RevStick 2001 2002

外形図


