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顧客を買い手に変える：近年の顧客はこれまでより高い期待と多くの知識を持った手強い相手です。買いたい商品が
取り揃えられている完璧な店や、スマートフォンのようにあらゆる質問に瞬時に答えてくれる販売スタッフが求められ
ています。このような優れたサービスの提供は非常に難しいことです。
しかし、ゼブラが提供する高性能な SB1 スマート バッジを身に付けていればこのような要求に対応できます。SB1 
は小売店のすべてのスタッフに提供可能な、まったく新しいカテゴリのモバイル デバイスです。この実にスマートな
バッジには、顧客に最高の購買体験を提供するために必要な多数の機能と、常時生産性を維持するために必要な接
続機能が備わっています。
これによって、スタッフは自分が装着しているバッジを使って、個人のタスク リストへアクセスしたり、タスクの受け
入れと完了を確認したり、バーコード スキャンによって価格や在庫を確認したりできます。また店内で使用されてい
る他の プッシュ トゥー トーク（PTT）対応モバイル デバイスを携帯しているスタッフと PTT 機能を介して連絡を取
り合うことができます。このように常時接続状態の豊富な機能を備えたスタッフは、生産性を最大限に高め、毎回顧
客の期待を上回れるよう、常に他のスタッフや情報にアクセスできるようになります。

小型、軽量、装着可能
小型で軽量な SB1は、ストラップ、ベルト 
クリップ、またはアームバンド（違和感がな
く常に空いている箇所）に簡単に取り付け
られます。

日々の業務使用に適した耐久性
SB1は真の企業向け製品で、落下、水濡
れ、また埃、熱、寒さにさらされるといった
日々の業務使用に対応するよう作られて
います。

どんな場所でも読みやすい
3インチの E Ink® Pearl は、どんな照明条
件下でも読みやすいディスプレイです。

1D/2D エンタープライズ  
バーコード スキャン
全方向スキャニング、統合照準機能、LED
およびビーパーにより、デバイスを向けて
撮るといった簡単な操作だけでスキャンで
きます。

フル シフト対応のバッテリ
低電力 E Ink ディスプレイにより、1回の
充電で 14時間以上の電池寿命が確保さ
れるため、複数シフトでの運用が可能とな
ります。バッジ モードでは、画面にスタッ
フの写真や名前、または販売促進用の広
告を表示できますが、電池はほとんど消費
しません。

カスタマイズ可能なベゼル
色を選びロゴを追加して、スタッフとして
の個人価値を高め、顧客がスタッフをすぐ
に見つけられるようにできます。

簡単な「タッチ」ナビゲーション
指で操作できるため、タッチペンは不要 
です。

画面反転による見やすい表示
顧客やユーザーが見やすくなるよう、加速
度計がデバイスの位置に基づいて画面を
瞬時に 180° 反転させます。

共有可能なデバイス
デバイスを支給する必要はありません。ス
タッフはシフトの開始時にログインするだ
けで、個別のタスク リストやメッセージに
アクセスできます。

ビジネスクラスの 
プッシュ トゥー トーク*
ボタンを押すだけで、SB1、ゼブラのモバ
イル コンピュータ、2 WAY 無線通信*、
または他のモバイル デバイスを持ってい
るスタッフと話ができます。

データの安全性と保護
SB1は、データがデバイス上ではなくサー
バー上に保存される HTML 5 シン クライ
アント アプリケーションをサポートしてい
ます。これによりアプリケーションの配布
が簡素化され、デバイスの紛失や盗難に
よるデータ窃盗のリスクが排除されます。

無線ネットワークに簡単に接続
Wi-Fi 802.11b/g/n 無線LANによりWLAN 
への安全かつ確実な無線接続を確立で
き、常に音声およびデータ機能を利用可能
です。

小売店のスタッフ向けにデザインされた、手頃な価格で装着しやすいモバイル デバイス

SB1スマート バッジは適切な機能を備えた手頃な価格のデバイスで、スマートな方法ですべてのスタッフと接続できます。

SB1 スマート バッジ
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物理特性
寸法 高さ 3.62 インチ x 幅 3.19 インチ x 奥行き 0.55 インチ 

（高さ 92 mm x 幅 81 mm x 奥行き 14 mm）

重量 3.9 ポンド（110 g）

ディスプレイ 3.0 インチE Ink Pearl ディスプレイ、4 - ビット グレイ 
スケール（16 シェード）、QVGA（320 x 240）

タッチパネル フルスクリーン抵抗膜式タッチ、フィンガ操作 
（スタイラス不使用）

バッテリ 910 mAH（4 時間以内でフル充電）

通知 オーディオ: ビーパー 
ビジュアル: マルチカラー LED

オーディオ 内蔵マイク、アクセサリとしてプッシュ トゥー トーク（PTT）
機能および有線ヘッドセット アダプタ付き
別売りスピーカ

性能特性

CPU i.MX35（532 MHz）

メモリ 128 MB RAM /128 MB フラッシュ メモリ

アプリケーション 
開発

シンクライアント アプリケーションに対応 —  
RhoElements 拡張 HTML 5

ユーザー環境
動作温度 32°F ～ 104°F（0°C ～ 40°C）

ストレージ温度 -40°F ～ 158°F（-40°C ～ 70° C）

湿度 5 ～ 95% 非結露

耐落下衝撃性能 MIL STD 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

INTERACTIVE SENSOR TECHNOLOGY （IST）

モーション  
センサ

内蔵アクセラレータにより低電力バッジモードと 
スクリーン回転が可能

DATA CAPTURE

バーコード  
リーダー

1D/2D の照準および照明機能内蔵の 
全方向バーコードリーダー

読み取り範囲 コード タイプ 近い 遠い
80% UPC 2.50 インチ（6.35 cm）  9.36 インチ（23.77 cm）
100% UPC 2.67 インチ（6.78 cm）  13.47インチ（34.21 cm）
7.5mil Code 39 2.02 インチ*（5.08 cm） 8.57 インチ（5.13 cm）
10mil Code 39 2.54 インチ*（6.45 cm） 20.67インチ（52.50cm）
10mil PDF417 1.64 インチ*（4.16 cm） 7.98インチ（20.27 cm）
10mil DataMatrix 2.76 インチ*（7.01 cm） 5.41 インチ（13.74 cm）

* ビューの近距離フィールドが制限され、コードの長さによって異なります。

音声およびオーディオ

PTT による音声通信、内蔵マイク、PTT 通信対応の高性能スピーカ 
（オプション）、有線ヘッドセット対応のヘッドセット アダプタ（オプション）

無線LAN音声およびデータ通信

無線規格 Wi-Fi IEEE ® 802.11b/g/n

組み込みソフトウェア

ゼブラ RhoElements Webkit アプリケーション環境、SB1 デバイスシェ
ルおよび構成ページ、PTT 音声通信対応 ゼブラTEAM Express クライ
アント、ゼロタッチ ステージングおよびプロビジョニング対応の ゼブラ 
統合 MSP Rapid Deployment クライアント

周辺装置およびアクセサリ

10-スロット充電クレードル（卓上およびラック取り付け可能）、シングルス
ロット充電クレードル、ヘッドセット アダプタ、PTT ヘッドセット（スピーカ、
マイク、 PTT ボタン、音量コントロール）、内蔵スピーカおよび PTT ボタ
ン搭載スピーカ用アクセサリ アダプタ、片手操作および取り外し用フック
付きストラップ、テザー付きベルト クリップ/ホルスタ、テザー付きリスト
バンド/アームバンド、リストバンド/アームバンド、USB 通信可能な開発
者バック ハウジング

規制仕様

規制仕様については、www.zebra.com/sb1 をご覧ください。

保証

SB1は、ゼブラのハードウェア保証の条件に従って、出荷日より 12 ヶ月間、
材質または製造上の欠陥が発生しないことを保証するものとします。
保証内容の詳細については、
http://www.zebra.com/warranty をご覧くだい。

使用可能なアプリケーション
ゼブラのモバイル タスク管理ソリューション、 
Mobile Workforce Management と互換。
詳細については、http://www.zebra.com/MWM を
ご覧ください。

推奨サービス

Start Advance Exchange Support のサービス

製品仕様
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