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エンタープライズ向けの唯一のタブレットがサービスと効率を強化

MOTOROLA ET1

エンタープライズ タブレット

Motorola ET1 はエンタープライズ向けに特化した要素で、タブレット市場で際立っています。ET1
の 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

理性を提供する機能が追加され、強化されています。また、他の個人向けタブレットと同様に、
スマートなデザインと使いやすさを提供しているだけでなく、毎日の業務使用に対する耐久性も
備えています。ET1 は徹底的にビジネスに特化した新しいクラスのタブレットです。
業務用途の耐久性を備えた消費者志向のスタイル：
ET1 のデザインは、現在最も一般的なタブレットと同様に、あらゆる
点で洗練されています。さらに、ET1 は毎日の使用に耐えるように設
計されており、落下、液体の滴下、真冬の低温や真夏の高温にも対
応することができます。また、ディスプレイには非常に高い強度を持
つ GorillaTM ガラスが使用されているため、衝撃に強く、落下によって
割れたり傷がつくことはありません。
データの保護： 内蔵ドライブやリムーバブル メディアにあるデータは
暗号化され、ハッカーから保護されます。このため、クレジット カー
ドのデータや患者情報といった機密情報が容易に保護され、業界と
政府の規制に対応できます。
マルチユーザー対応の設計と機能レベルのコントロール：
マルチユーザー ログオン機能により、1 日を通して多くの作業者がデ
バイスを使用する場合でも、カスタマイズした作業スペース ( 正しい
アプリケーションとデバイスの機能 ) へのアクセス権が、各ユーザー
に自動的に付与されます。また、管理者は、デバイスを使用している
ユーザーを常に把握できるので、タスク管理が容易になります。
ニーズに合わせた機能の追加：
拡張ポートと Bluetooth により、周辺機器を追加して、変化の著しい
ビジネス ニーズに対応することができます。たとえば、在庫を簡単
に確認するためのスキャナや支払い処理を行うための磁気ストライ
プ リーダーなどを追加できます。
作業を中断しない充電で長時間の使用が可能：
業界内のほとんどのタブレットには充電式のバッテリのみが内蔵され
ていますが、ET1 にはその場で交換できる取り外し可能なバッテリが
追加されています。このため、データの損失を回避すると同時に、
生産性も上がります。

ET1 および他の Motorola モバイル コンピュータで稼働するアプリ
ケーションを容易に構築：
使用するオペレーティング システムの数が増えるほど、アプリケー
ション開発とメンテナンスが複雑になり、そのコストも高くなりま
す。Motorola の RhoElements を使用すると、いずれのオペレーティン
グ システム (Android、Microsoft Windows Mobile、Windows CE など )
でも Motorola モバイル コンピュータ上で同じ動 作をして同じ外
観を持つアプリケーションが、簡単に作成できます。オペレーティン
グ システムごとに別のアプリケーションを作成してメンテナンスす
る必要がないため、アプリケーション開発とサポートにかかるコス
トを増やすことなく、各従業員に適切なデバイスを選択できます。
どこからでもデバイスを簡単に管理：
世界中のどこからでも、Motorola の Mobility Services Platform (MSP)
を使用して、Motorola モバイル コンピュータの運用、更新、監視、
およびトラブルシューティングをリモートで実施できます。このため、
最大のモビリティ コストである日常の管理コストを常に低く抑える
ことができます。
不測の事態からお客様の資産を守る：
予想外の修理コストによって、モビリティ ソリューションのコストが
大幅に増加することがあります。
「包括保証付きの Service from the
Start 契約」を利用すると、タブレットにビジネスクラスのサポートが
提供されます。この総合的なサービスは、デバイスとアクセサリ オ
プションの両方について、通常のキズや摩耗だけでなく、内部および
外部コンポーネントの偶発的な損傷も対象になり、さらにオペレー
ティング システムの問題も対象です。この間、常にユーザーの手元
で ET1 を作動させることができます。
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仕様表
電源

外観・機能など
寸法

重量
ディスプレイ
タッチパネル
バックライト
キーパッド オプション
拡張

拡張モジュール
接続

通知
オーディオ

性能
CPU
オペレーティング
システム
メモリ

5.1 インチ (H) × 97 インチ D × 8.8 インチ
(W)
130.5mm (H) × 24.63mm (D) × 223.9mm (W)
1.4lbs / 630g
7 インチ 可能、1024 × 600、350NIT、
Corning® Gorilla® グラス
マルチタッチ可能
周辺光センサー
仮想、Bluetooth ®
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
Motorola の " スナップイン " 周辺機器とサー
ドパーティ周辺機器用の統合拡張ポート
USB インタフェース 2 個 : USB 2.0 OTG コネク
タ ( ドッキング コネクタ ) 1 個および USB 2.0
ホスト コネクタ ( 拡張モジュール ポート ) 1 個、
HDMI 出力、クレードルおよび拡張ポートを介
した通信、拡張モジュールを介した USB 2.0
ホスト
LED フラッシュ、バーコードの読み取り
ステレオ スピーカーおよびデュアル マイク
( 前面 1、背面 1)

Android 2.3.4
1GB RAM、4GB フラッシュおよび 4GB
microSD ( 合計 8GB のフラッシュ 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 をサポート )
32 ° ～ 122 °F/0 ° ～ 50 °C

保管温度
耐落下衝撃性能

-4° ～ 158 °F/-20 ° ～ 70 °C
4 フィート (1.2m) の高さから複数回落下して
も動作可能 (MIL STD 810G に準拠 )
IP54
4G ピーク、5hz ～ 2khz、軸当たり 1 時間持続
-4°F ～ 158°F/-20°C ～ 70°C の急激な温度変化
15kv ( 大気放電 )、8kv ( 接触放電 )、2kv
( 本体充電 )
10 ～ 95%（結露なきこと）

湿度
開発ツール
管理ツール

4620mA 充電式 Smart Li-Ion、ユーザー交換
可能、高速再開
あらゆる業務に対応できる拡張性を実現

データ収集
背面のカメラ

前面のカメラ
ビデオ
読みやすさ

インタフェース
WLAN
WPAN
GPS
センサー
ジャイロスコープ
運動センサー

電子コンパス

バーコード スキャンと画像の読み取り : 8MP
オートフォーカス カメラとユーザーが制御可
能な LED フラッシュ、照射と照準合わせ、1D
および 2D バーコード、写真、動画、署名、
および文書を読み込み可能
ビデオ コラボレーションと低い照明条件向
けに最適化
720p ビデオ
9,000 フィート カンデラ

802.11a/b/g/n
Bluetooth 2.1 + EDR、内蔵アンテナ
自動 GPS
角運動量の保持原則に基づいて向きを維持
スクリーンの向きの動的変更および電源管
理を可能にする、3 軸式加速度計を利用した
運動センサー機能を装備
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
独立 – GPS に依存しない

周辺装置とアクセサリ
含まれるアクセサリ : 1 スロット ドッキング USB 充電クレードル、4
スロット ドッキング クレードル ( 充電専用 )、4 スロット充電器、電源、
USB/ 充電ケーブル、双方向 DC ケーブル、ハンド ストラップ、ヘッド
セット、AC 電源コード、DC ケーブル、バッテリ、カスタマイズ可能
ベゼル

準拠

動作温度

ESD

バッテリ ユーザー
プロファイル

周辺光センサー
デュアル コア 1GHz およびグラフィック
アクセラレータ

動作環境

シーリング加工
振動
耐熱衝撃性

バッテリ

規制に関する情報については、www.motorolasolutions.com/et1 をご
覧ください。

保証
ＥＴ 1 は、Motorola のハードウェア保証の条件に従って、出荷日よ
り 1 年間、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。保証内容の全文については、弊社サイト

(http://www.motorola.com/warranty) にアクセスしてください。
推奨サービス
包括保証付きの Service from the Start 契約

Motorola RhoElements ( プラットフォームに
依存しないアプリケーションの作成 )
Motorola Mobility Services Platform (MSP)

MOTOROLA ET1 で作業効率をアップ —
エンタープライズ向けのタブレット

詳細については、弊社 Web サイト www.motorolasolutions.com/ET1、または弊社のグローバル コンタクト ディレ
クトリ www.motorola.com/enterprisemobility/contactus をご覧ください。
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