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モトローラ ET1 エンタープライズ
タブレット

企業利用に必要な条件をすべて備えたタブレットでサービスと効率化の向上を図る

一般向けのスタイル性とビジネス向けの耐久性
今最も人気のあるタブレットのように洗練された形状の ET 
1 ですが、落下や水こぼし、冬の寒さや夏の暑さといった
過酷な条件下でも毎日の使用に耐え得るよう設計されてい
ます。またディスプレイには高強度の Gorilla® ガラスを使
用し、あらゆる衝撃に耐え、落下時にも割れたりキズがつ
いたりしない柔軟な強靭さがあります。

万全のデータセキュリティ。内蔵ドライブにあるデータもリ
ムーバブルメディアにあるデータも暗号化してハッカーから
守ります。このため、クレジットカードのデータや患者情報
などの機密情報も簡単に保全でき、業界や政府の規制に準
拠することができます。

機能レベル管理で複数ユーザーに対応
1 日に端末を使用する従業員が何人いても、マルチユーザー 
ログオン機能により、各従業員は自分に合ったアプリケー
ションと端末機能が用意されている個人ワークスペースへ
のアクセスを自動的に許可されます。また管理者は誰が端
末を使用しているか常に把握できるため、タスク管理も容
易になります。

必要な機能を必要な時に追加
拡張ポートと Bluetooth を利用することで、簡単な在庫管
理作業用のスキャナから支払処理用の磁気ストライプリー
ダーまでさまざまな周辺機器を追加して、変化し続けるビ
ジネスニーズに対応することができます。

ノンストップビジネス ̶ 電源は常にON 
業界のほとんどのタブレットに付属しているバッテリは充
電式のみですが、ET 1 には稼働中に交換可能なバッテリも
付属しているため、データの損失や生産性の低下を引き起
こしません。

ET1 とモトローラモバイルコンピュータの他機種で 
動作可能なアプリケーションの開発が簡単
オペレーティングシステムの数が増えると、アプリケーショ
ンの開発と保守が複雑になりコストもかさみますが、モト
ローラの RhoElements を使用すれば、モトローラのどの
モバイルコンピュータでも同じ外観・操作で同じ動作をす
る単一のアプリケーションを簡単に開発できます。OS が 
Android、Microsoft Windows Mobile、Windows CE の
いずれであるかは問題になりません。OS ごとに別々のアプ
リケーションを開発して保守する必要がなくなるため、アプ
リケーション開発およびサポートのコストを増やさずに各
従業員に最適な端末を選択することができるのです。

端末管理を簡単にどこからでも
作業現場が 1 箇所でも、世界各地にあっても、モトローラ
のMobility Services Platform (MSP) によってモトローラ 
モバイルコンピュータのステージ、アップデート、モニタ、
トラブルシューティングがリモート操作で可能になるため、
毎日の管理というモビリティで最大部分を占めるコストを
かつてない低いレベルにまで削減することができます。

予測不能な事態にかかる投資を避ける
予定外の修理コストはモビリティソリューションの費用を大
幅に増大させることがありますが、包括オプション付きの
サービスフロムスタートプログラムは、タブレットに真のビ
ジネスクラスのサポートを提供します。この総合サービス
は、通常のキズや摩耗、端末と選択アクセサリを誤って破
損したことが原因の内部および外部コンポーネントの故障、
オペレーティングシステムの不具合に適用され、ET 1 がユー
ザーの手元で正常に動作し続けるようにします。

モトローラの ET 1 エンタープライズタブレットは、エンタープライズレベルで必要な要素を全て備え、市場で最も
注目を集めているタブレット型端末です。搭載された Android オペレーティングシステムは、エンタープライズ
クラスのセキュリティ、柔軟性、管理容易性を実現する機能で強化されています。一般向けタブレットと同様の
洗練されたデザインと使いやすさに、ビジネスで終日使用できる耐久性も兼ね備えています。ET 1 は企業利用に
特化した新型タブレットです。
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スペック表

モトローラ ET1 で従業員を 120%活用̶ 
徹底したエンタープライズタブレット

電源

バッテリ 4620 mAh 充電式高性能リチウムイオン、ユーザー
交換式、高速レジューム

バッテリユーザー
プロファイル

フルシフトに十分な電源

データ収集

リアカメラ バーコードスキャンと画像読み取り用 :ユーザー
が制御できる LED フラッシュ、照明、照準付き 
8MP オートフォーカス カメラ。1D と 2D バーコー
ド、写真、ビデオ、署名、文書を読み取り。

フロントカメラ ビデオコラボレーション、暗い場所にも最適化

ビデオ 720p ビデオ

読取り性能 9,000 フィートカンデラ

通信

WLAN 802.11a/b/g/n

WPAN Bluetooth 2.1、EDR、内蔵アンテナ

GPS 自律 GPS

センサー

ジャイロスコープ 角運動量保存則に基づき方位を保持

モーション 
センサー

動的画面方向感知と電源管理のための 
モーションセンサーアプリケーションを可能に 
する 3 軸加速度計

環境光センサー ディスプレイの明るさ、キーパッドとディスプレイ
のバックライトを自動調整

電子コンパス 自律型 ̶ GPS 非依存

周辺機器とアクセサリ

アクセサリ ： シングル スロット ドッキング USB 充電クレードル、 
4 スロット充電専用ドッキングクレードル、4 スロットバッテリ充電器、
電源、USB 同期 /充電ケーブル、2 方向 DC ケーブル、ハンドストラッ
プ、ヘッドセット、ACラインコード、DCケーブル、予備バッテリ、 
カスタマイズベゼル

規制

規制情報については、下記をご覧ください。 
www.motorolasolutions.com/et1

保証

モトローラのハードウェア保証書の諸条件に従って、ET 1 は製品出荷
日から 1年間製造および材質上の欠陥が発生しないことが保証され
ています。保証書全文については、下記をご覧ください。 
http://www.motorolasolutions.com/warranty

推奨サービス

サービスフロムスタート

物理的特徴

寸法 5.14 インチ (H) x 0.98 インチ (D) x 8.82 インチ (W)
130.5 mm (H) x 25.0 mm (D) x 224.0 mm (W)

重量 1.4 ポンド / 0.63 kg

ディスプレイ 7 インチ静電容量方式、1024 x 600、350 NIT、
Corning® Gorilla® ガラス

タッチパネル 静電容量方式マルチタッチ

バックライト 周辺光センサー

キーパッド 
オプション

バーチャル、Bluetooth®

拡張機能 ユーザーがアクセス可能な Micro SDHC カード 
スロット（最大 32GB）、拡張モジュールポート

拡張モジュール モトローラおよびサードパーティ製 
「スナップイン」周辺機器向け内蔵拡張ポート

接続性 2つの USB インターフェイス : 1 つの USB 2.0 OTG 
コネクタ（ドッキングコネクタ）と 1 つの USB 2.0 
ホストコネクタ（拡張モジュール ポート）、HDMI 
出力、クレードルと拡張ポートによる通信、
拡張モジュールによる USB 2.0 ホスト

通知 LED 点滅、バーコード解読

音声 ステレオスピーカーとデュアルマイク 
（前面と背面に 1つずつ）

性能特性

CPU デュアル コア 1GHz、 
グラフィックアクセラレータ付き

オペレーティング 
システム

Android 2.3.4、エンタープライズ機能により強化

メモリ 1GB RAM、4GB Flash と 4GB microSD（合計 8GB 
フラッシュメモリ）、ユーザーがアクセス可能な 
microSD カードスロット（最大 32GB 対応）

動作環境

動作温度 32˚ F ～ 122˚ F (0˚ C ～ 50˚ C)

保管温度 -4˚ F ～ 158˚ F (-20˚ C ～ 70˚ C)

耐落下衝撃性能 MIL ST D 810G に従って 4 フィート (1.2 m) の高さ
から複数回落下

環境シーリング 
加工

IP54

振動 ピーク値 4Gs、5Hz ～ 2kHz、軸毎に 1 時間

熱衝撃 -4˚ F ～ 158˚ F (-20˚ C ～ 70˚ C) の急激な温度変化

静電放電 15kv 気中放電、8kv 接触放電、2kv 帯電体

湿度 10% ～ 95% RH (結露なし )

開発ツール クロスプラットフォームアプリケーション向け 
モトローラ RhoElements

管理ツール モトローラ Mobility Services Platform (MSP)
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