
イノベーションの可能性拡大
Androidのポリシーは柔軟性が高いので、開発者にとって自
由度が増します。

使いやすさ
使いやすさが増すほど、素人を含め、さまざまなスキルレベ
ルの開発者が容易に使いこなせるようになります。

インストールが簡単
任意のウェブサイトでGoogle Playストアのトップからただち
にダウンロードしてホスティングできるので、より多くのユー
ザーに利用を急速に拡大できます。

WINDOWS 
OSにさような
ら、ANDROIDに
こんにちは
Windows®はWindows® Embeddedおよび
Mobileオペレーティングシステムの延長サ
ポートを打ち切りました。したがって、セキュ
リティリスクが増し、従来のWindowsデバイ
スの機能が低下します。こういった変化にど
れだけ順応できるかは、新しいモバイルデバ
イスにどれだけ早く移行できるかにかかって
きます。Android™によるモダナイゼーション
こそが、より迅速で効率的な運用を実現する
道なのです。

高い互換性
稼働するデバイスが多いということは、競合相
手に比べてAndroidフレンドリーなデバイスの
プールが大きいということにつながります



Zebraモバイルコンピュータのための次
世代業務用ブラウザ
このパワフルな次世代業務用ブラウザにより、
開発者はバーコードスキャン、署名のキャプ 
チャ、印刷を含め、Zebraのモバイルコンピュー
タと周辺機器の機能とシームレスに統合する
機能性に富んだウェブアプリケーションを作成
できます。
Enterprise BrowserはPocketBrowserおよ
びRhoElements Shared Runtimeでこれま
で使用されていたアプリケーションプログラミ
ングインターフェース（API）をサポートするの
で、開発者が従来のアプリケーションを新しい
デバイスに移行させる場合、または今では当
たり前のグラフィカルで直感的に操作できる 
ユーザーインターフェースを備えたアプリケー
ションを作成する場合に、最適な選択です。

トレーニングを受けたUI/UXのオンサイ
トスタッフがいない顧客に最適 

TE Liteは、MC2200/MC2700 Android™デバ
イスのターミナルエミュレーションを移行させ
るコスト効果の高いソリューションです。 
ユーザーはTE Liteで既存のTelnetアプリを統
合することによって、プロセスの最適化、アプ
リケーションのモダナイゼーション、業務中断
のリスク最小化が簡単に実現できるようにな
ります。

ユーザーは実質的に箱から出した状態
で即座に使用可能

ZebraのATTEというフル装備の柔軟な 
ソリューションでターミナルエミュレーションアプリ
を簡単に移行できます。この場合、ユーザーは
最小限の知識習得と最高の適応スピードによ
って各自のペースで移行できます。さらに、グ
リーンスクリーンを、タスクの簡素化、現場の
生産性、トータルな業務効率が最大限まで向
上する全面的にインタラクティブなグラフィッ
クスクリーンに転換することもできます。

主要製品 ソリューション

注：各種オールタッチデバイスについては、
https://www.zebra.com/ap/en/products/mobile-computers/handheld.htmlをご覧ください

オールタッチターミナルエミュ 
レーション（ATTE） 

Terminal Emulation（TE）
Lite™

Enterprise BrowserMC20モバイルコンピュータ（日本限定）
顧客の望む人間工学と、顧客が必要とするAndroid™
の汎用性
•  究極の快適さが得られる軽量かつコンパクトな設計
•  最新のAndroid 11 OSで稼働する設計なので、長期
的に老朽化の問題と無縁
•  最高の価値を提供する設定不要ですぐに使える
Mobility DNAツール

MC3300シリーズモバイルコンピュータ
倉庫や製造現場で生産性がレベルアップ
•  複数のフォームファクタ
•  シフト3回分のパワーで最大限の生産性が実現
•  最新のWi-Fi 6による帯域幅拡大と効率向上

MC2200/MC2700モバイルコンピュータ
中小企業に最適な、「妥協を許さない」コスト効率の高
いモビリティを提供
•  人間工学に基づく業務用の設計であり、軽量で最先
端のキーパッドを装備
•  1つのデバイスでブリックとガンの二役 

•  Wi-Fiとセルラーで従業員がどこにいても接続可能

TC8300タッチコンピュータ 
画期的なイノベーションによる前例のない生産性と使
いやすさ
•  あらゆる1D/2Dバーコードを扱う先進的なスキャンオ
プション
•  高度な人間工学に基づいた最高の生産性と快適性
•  標準またはダイレクトパーツマーキング（DPM）SKUで
利用可能

MC9300ハンドヘルド型モバイルコンピュータ 
キーパッドとタッチスクリーンを組み合わせた超高堅
牢な究極のAndroidデバイス
•  最高のパフォーマンスを発揮する最大のプロセッサ
パワーとメモリ
•  ほぼ完全な防水性、耐落下衝撃性能、防塵性、耐転
倒衝撃性能
•  標準、フリーザー、またはダイレクトパーツマーキング

（DPM）SKUで利用可能



Zebra OneCareポートフォリオ
テクニカル／ソフトウェアサポートはタームソフトウェアに付属しています

サービス

あらゆるニーズに適合するZebraのサービスプラン

1. Zebra OneCare™ SVは、次のデバイスに限り利用できます。TC2X、MC2X00モバイルコンピュータおよびGC420、GK420、GT800、 
ZD410/20、TLP2824シリーズデスクトッププリンタ、EZ320モバイルプリンタです。

テクニカルサポート

Zebra OneCare™
スペシャルバ
リュー（SV1）

Zebra 
OneCare™ 
Essential

Zebra
OneCare™ 

Select

Zebra
OneCare™ 

Premier

保証範囲

包括修理サービス

機能故障

デバイス診断

カスタム保証条件

LifeGuardセキュリテ
ィアップデート

Visibility IQ OneCare

Visibility IQ Foresight

修理にかかる時間

契約期間

利用可能性

カスタ
ム保証条件

故障前の機
器交換 同日交換

（高度な診断
＆トリアージ

を含む）

専任チー
ムによる
24時間
年中無休
のテクニカ
ルサポート

標準

最先端

ソフトウェアアップデー
ト＆パッチ

所要時間

契約保証範囲

デバイスコミッショニング

ソフトウェアアップデート

Zebra OneCare™ TSS
（テクニカル＆ソフトウ

ェアサポート）

1年、3年、または5年

週5日、1日8時間（現地
時間）優先的に利用で
きるテクニカルサポート
（電話と電子メール）

2年または3年

5日

週5日、1日8時間
（現地時間）
優先的に利用
できるテクニカ
ルサポート

3年また
は5年

3日

週5日、1日8
時間（現地
時間）
優先的に
利用でき
るテクニカ
ルサポート

3年ま
たは5年

24時間年
中無休のテク
ニカルサ
ポート

特長

Zebraの親切なコンサルタン
トがあらゆる段階でお手伝い
します！

1つの選択肢としてAndroid
を考えているが、どこから始
めればよいかわからないとい
うお客様の場合、ワークフロー
を徹底的に評価し、戦略を 
策定してメリットを分析する
前に、コンサルティングを実施
します。

Androidへの移行を決定した
が、始めるにあたってまだ支
援が必要だというお客様に
は、ニーズに応じてUXのプロ
トタイプ、アプリケーション移
行戦略、アプリケーション開
発を提供します。

Androidへの移行を開始し
たが、途中で障害が発生した
というお客様の場合は、私た
ちが詳細を調査して支援しま
す。お客様がリソースの制約
に直面していても、必要な実
装のノウハウが不足していて
いても、Zebraのコンサルタン
トが必要な関連アプリケー 
ション、開発、移行について助言
できます。

Zebraの専門家にご相談
ください



Terminal Emulation Lite™で、Androidへの
移行による強力なメリットがどれほど簡単に

実現するか、感触をつかんでください。
ご依頼によりトライアルをご利用いただけます。

移行は簡単、すばらしい利点を享受できます！
今すぐ、オールタッチターミナルエミュレーショ

ンをご利用ください！
ご依頼によりトライアルをご利用いただけます。

今すぐ、チャネルアカウントマネージャーに
お問い合わせください！

今すぐ、チャネルアカウントマネージャーに
お問い合わせください！

30日間のトライアルでフル機能の
Enterprise Browserを体験してください！

（ご要望があれば90日まで延長可能）

Zebra技術文書 Zebraサポート

プロモーション

QRコードをスキャンすればダウンロードできます！
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