EA602

ディターミナル
耐久性の⾼い5インチ Android
ハンディターミナル
d ハンデ
ユニテックEA602 Android ハンディターミナルは、豊富な機能と強⼒
なデータ収集を組み合わせた頑丈な業務向け5インチモバイルコンピュ
ータです。 EA602は、多様な通信機能、データ読み取り機能を持ち、
⼩売、輸送、物流、およびフィールドサービスの分野におけるさまざま
なアプリケーションのサー
なアプリケーションのサービスレベルを強化します。

すぐ使えるオールインワンパッケージ
EA602には、充電スタンド（バッテリー充電
スロット付き）と電源アダプターが標準装備
されています。

強⼒なデータ収集
1
4GHzのオクタコアプロセ
1.4GHzのオクタコアプロセッサを搭載、そしてAndroid
7.1オペレー
ティングシステムを実装したこのデバイスは、モバイル性の⾼い環境
でのデータ集約型アプリケーションに適しています。 このデバイスは
2GBのRAM、16GBのROMを備え、追加のmicroSD拡張（最⼤32GB
の記憶容量）をサポートしているため、モバイル作業者は簡単にワー
クフローのスピードを⾼めることができます。
オールインワン機能
EA602は、⼆次元バーコードスキャナ、HF / NFC RFIDリーダー/ライ
ター、GPS、⾼解像度8.0 Mピクセルカメラを内蔵しています。
4000mAHの取り外し可能なバッテリーを組み込んでいるEA602は、
電源が切れることを⼼配する必要なしに継続的な使⽤が可能です。こ
のデバイスは必要なすべてを提供します。 EA602はデュアルSIMスロ
ットをサポートしており、データ通信と電話機能を提供します。

内蔵のBluetooth 4.1、デュアルバンド802.11 a / b / g / n / ac WiFi、
および4G(オプション)接続により、最速のデータ速度を実現します。
EA602は本当に優れたモバイルデバイスであり、お求めやすい価格で
仕事の効率を改善します。
頑丈なデザイン
EA602は、IP65の防⽔・防塵、そして1.5m⾼からコンクリート床へ
の落下に耐えることができる頑丈なデバイスです。 充電⽤のPOGO
PINを装備しているので、寿命と耐久性が⻑くなります。

⼯業⽤グレード、そして気のきいた設計

このオールインワンソリューションパッケージは、リアルタイム
のデータ収集が⾮常に重要なモバイル作業者の作業性を強化します。

主な特徴
•
オールインワンパッケージ: USBクレードルと電源アダプタが付属
•
オールインワン機能︓2Dイメージャ、HF / NFC、8MPカメラを内蔵
•
⼯業⽤グレード︓Android 7.1 OSを搭載した1.4GHz オクタコアプロセッサ
•
デュアルバンド802.11 a / b / g / n / ac WiFi、GPS、Bluetooth 4.1
など豊富な通信機能、あらゆるモバイル作業者向け
•
サードパーティのデータ収集を防⽌することによりセキュリティを強化
（GMSなし）
•
充電式で交換可能な4000mAhバッテリー
•
5インチHDディスプレイ、 超⾼感度静電容量式タッチスクリーン
（⼿袋をはめいていも使⽤可能、濡れた⼿にも耐える）
•
頑丈︓Gorilla Glass 3、IP65定格、耐落下1.5m
•
⼆つのスキャンボタン（左右）およびプログラム可能なキー
•
多様なデバイス管理システムのサポート︓SOTI、Airwatch、Mobile Link

EA602

Speciﬁcations
通信
USB
OTG
POGO PIN
WLAN
Bluetooth
WWAN

Micro USB
あり, Micro USB経由
クレードルおよび USB クライアント
802.11 a/b/g/n/ac/d/e/f/h/i/k/r/v
Bluetooth 4.1 LE
GSM/HSDP+/UMTS,
4G FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B)
3G UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+
(850, 900, 1700 , 1900, 2100 MHz)
2G GSM/EDGE/GPRS (850, 900, 1800, 1900 MHz)
近接センサー, 光センサー, Gセンサー
GPS, AGPS, BeiDou, GLONASS

(⽇本国内での使⽤に
ついてはお問い合わせ
ください)

CPUとOS
CPU
メモリ

1.4GHz, Qualcomm 8937 オクタコア
2GB DDR RAM
16GB ROM
Android 7.1
サードパーティのデータ収集を防⽌することに
t
よりセキュリティを強化（GMSなし）
多⾔語(⽇本語含む)
中⽂/英⽂⼊⼒, ⼿書き⼊⼒とソフトキーボード
Google playから⽇本語⼊⼒

OS
⾔語
その他

ディスプレィ
5インチTFT LCD HD(720 x 1280)カラースクリーン, Gorilla Glass 3
超⾼感度容量型タッチスクリーン, ⼿袋を着⽤したまま使⽤可能,
⼿が濡れても使⽤可能
ボタン
側⾯ SCAN ボタン(左と右), ユーザ定義可能なファンクションボタン
(プログラマブルキー), ボリュームスイッチボタン(+/-), ON/OFFボタン
カメラ
フロントカメラ: 2Mピクセル
リアカメラ: 8Mピクセル, LED フラッシュと⾃動焦点
バーコードシンボル
2D CMOS イメージゃ
1D/2D
ほとんどの1D と 2D バーコード
RFID
HF/NFC

周波数: 13.56MHz
タグサポート: ISO 14443A/B, 15693
NFCサポート

デバイス管理ソフトウェア(MDM)
SOTI, Airwatch, MoboLink
インジケータ
LED, バイブレータ

センサー
GPS

オーディオ
マイク, スピーカー, 3.5mm オーディオジャック
拡張スロット
Micro SD/TF x 1(最⼤32 GB), Micro SIM x 2
外観
⼨法
重量

152 mm x 78 mm x 15 mm
283g

環境仕様
動作温度範囲
保存温度範囲
充電温度範囲
相対湿度
落下テスト
防塵・防⽔

-10°C から +50°C
–20°C から +70°C
0°C から 40°C
5% ~ 95% (結露ないこと)
1.5m ⾼からコンクリート
IP65

アクセサリ
1スロット充電 USB クレードル
⾞載クレードル
4スロットターミナル充電クレードル
ガングリップ⽤充電クレードル
保護カバーケース +ベルト + スタイラス
携帯ケース
がんグリップ
リストストラップ
USB ケーブル
電源アダプタ
電源
メインバッテリ

同梱品
標準パッケージ内容:
EA602 ターミナル本体
1スロット充電 USB クレードル
USB ケーブル
電源アダプタ

充電可能/交換可能
3.8V, 4000mAH ポリマーLi-Ionパック
10-12 時間(使⽤する環境により変わり
ます。)
リアルタイムクロック⽤バッテリ

動作時間
RTC バッテリ

保証
1年間: 本体とクレードル, 3ヶ⽉: バッテリ

本社

台北, 台湾
http://www.ute.com

e-mail: info@hq.ute.com

ユニテックアメリカ

ロサンゼルス
http://us.ute.com
e-mail: info@us.ute.com
http://can.ute.com
info@can.ute.com
メキシコ
http://latin.ute.com e-mail: info@latin.ute.com

ユニテックアジアパシフィック & 中東

台北
http://apac.ute.com
info@apac.ute.com / info@india.ute.com
http://mideast.ute.com
info@mideast.ute.com

ユニテックヨーロッパ

ティブルグ / オランダ
http://eu.ute.com
e-mail: info@eu.ute.com

ユニテックジャパン

東京
http://jp.ute.com

e-mail: info@jp.ute.com

ユニテック中国

北京, 上海, 広州, 厦⾨
http://cn.ute.com
info@cn.ute.com
台北 http://tw.ute.com
info@tw.ute.com
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