
EA300
4” 堅牢な Android ターミナル
Unitech EA300（Android 5.1）は、強⼒なフィールドデータ収集を提供するために、無線通信と⾼い性能を組み合わせた堅牢な4インチモバイル
エンタープライズコンピュータです。 EA300は、⼩売、在庫管理、資産トラッキング、規模の⼩さな倉庫など、さまざまなアプリケーション
のサービスレベルを向上させるために多様なデータ収集オプションを提供します。

パワフルなデータ⼊⼒と収集のたるのAndroidターミナル
EA300は、「データ⼊⼒とデータ収集を強⼒にする」ことを念頭に置
いて設計されています。 このデバイスは、4インチのTFT-LCD HDタ
ッチスクリーンを備え、便利なバーコードキャプチャのためのデュア
ルスキャンボタン（左右の側⾯）、アルファベット/数字、スキャンキー、
そして特殊⽂字を含む17キーのキーパッドを内蔵しています。

さらに、EA300は、データ収集の要件を満たすために、2Dイメージャ、
GPS、5.0 MPカメラ、HF / NFC RFIDリーダ/ライタを内蔵しています。
このデバイスは、必要なものすべてを提供します。

堅牢なデザイン
EA300は、コンクリート床への複数回のの1.2m⾼からの落下に耐え、
防塵・防⽔はIP64に適合しています。充電⽤のピンは、POGO PIN
を採⽤しているため、寿命と耐久性が向上しています。

必要なすべての機能を⼀台に
EA300は、1.2GHzのクアッドコアCPUを搭載し、Android 5.1オペレ
ーティングシステム上で動作するため、⾼度なモバイル環境における
データ集約型アプリケーションに適しています。 このデバイスには
2GBのRAM、16GBのROMが搭載されており、microSD（最⼤32GB）
メモリカードをサポートするため、作業者は⼤容量データを取り扱う
うことが出来ます。

3800mAhの交換可能なバッテリを内蔵したEA300はバッテリがなく-
なるのを⼼配する必要なく、連続して使⽤することができます。内蔵の
Bluetooth 4.0、デュアルバンド802.11 a / b / g / n WiFiと4G LTE
(オプション)接続により、最速のデータスピードが得られます。 このデ
バイスは本当に優れたモビリティデバイスであり、業務の改善と効率を-
競争⼒のある価格で提供します︕

オールインワン︓キーパッド, 2Dイメージャ, HF / NFC, 

⼯業⽤グレード︓Android 5.1 OSを搭載した1.2GHzクアッドコアCPU
あらゆるモバイルワーカーに適している4G / LTE(オプション)、デュアル
バンド802.11 a/b/g/n WiFi、GPS、Bluetooth 4.0 LE
充電式および交換可能な3800mAhバッテリー
4 "HDディスプレイのタッチスクリーンと17キーのキーパッド
堅牢性︓Gorilla Glass 3、IP64防塵・防⽔、1.2m耐落下
デュアルスキャンボタン（左側と右側）とキーパッド上のスキャンボタン
デバイスサポート: SOTI

主な特徴

ル

5メガピクセルカメラ



電源
メインバッテリ

動作時間
RTC バッテリ

充電式および交換可能
3.8 V, 3800mAh ポリマー Li-ION パック
10-12 時間 (アプリケーションによる)
リアルタイムクロックバッテリ

通信
USB 
OTG
POGO PIN 
WLAN
Bluetooth
WWAN(オプション)

GPS
センサー

Micro USB
あり, Micro USB 経由
クレードルおよび USB クライアント経由で充電
802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.0 HS low energy
4G TDD/FDD/UMTS/EV-DO/GSM
TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3)
GPS, AGPS, Glonass
近接センサー, 光センサーと G-センサー

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 1, SAM x 1

CPUとOS
CPU    
メモリ

OS 

⾔語サポート 

1.2GHz, Qualcomm 8916 クワッドコア 64ビットCPU
2GB DDR RAM 
16GB ROM
Android 5.1
サードパーティのデータ収集を防⽌してセキュリティ
を強化
多⾔語 

2D  イメージャ (N6603)
1D / 2D

RFID
HF/NFC 

ほとんどの主要な1D および 2D バーコード

周波数 13.56Mhz
サポート: ISO1
4443A/B, ISO15693 標準,
サポート NFC

バーコードシンボル

ディスプレィ
4” ゴリラガラス 3 タッチスクリーン. TFT-LCD HD (480 x 800) カラー

キーパッド
前⾯: 英字/数字、スキャンキー、特殊⽂字を含む17の物理キー 
側⾯: SCANボタンx 2（左/右）、ユーザー定義機能ボタン（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
5メガピクセル背⾯カメラ,  LED フラッシュと⾃動焦点機能

インジケータ
LED, バイブレータ

認証
CE, RED, CCC, NCC, FCC, RoHs 対応 (その他についてはお問い合わせ下さい)

アクセサリ
シングルスロット USB クレードル

外観
重量
⼨法

310g
152 mm x 78 mm x 30 mm

ソフトウェア
SOTI

環境条件
動作温度範囲
保存温度範囲
充電温度範囲
相対湿度
耐落下
防塵・防⽔

-10°C から +50°C
–20°C から +60°C
0°C から 40°C
5% ~ 95% (結露ないこと)
1.2m からコンクリート
IP64

EA300 1スロット充電 USB クレードル
1スロット USB クレードル

 

予備バッテリ充電スペース付き*
 
⼊⼒: AC 100V~240V,1A 最⼤,50/60Hz
出⼒:  DC 5.5V,2.6A
LED: 電源とステータス
 
*注: 予備バッテリは付属しません。 
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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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