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ZEBRA Android・TC21のご紹介 



INTRODUCING 

TC2X Series 

 適切なサイズ、適切な機能、適切な価格 

コンシューマスマートフォンの機能に加え、   

スタッフの生産性、タスクの正確性、        

投資対効果を向上させるために 

必要なビジネス要件を装備 
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TC21 
WiFi only  

Inside use 

TC26 
Cellular and WiFi  

Outside use 

想定される利用シーン 
 小売店 
• 価格確認/商品検索 
• 在庫管理 
• 商品ピッキング など 

 製造・倉庫（ウェアラブルとして） 
• 入荷・出荷検品 
• ピッキング など 

 ホスピタリティ 
• 注文受付 など 

想定される利用シーン 
 フィールドサービス 
• リアルタイムの発送/作業注文 
• カスタマーコミュニケーション 
• ナビゲーション など 

 郵便および宅配便 
• 商品配送受付 
• 配達証明 
• 破損時の連絡 など 
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TC21 
“小規模から大規模全てのビジネスに       

 最大の投資対効果を提供するタッチコンピュータ“ 

ゼブラの最も強力な
「ULTIMATE SERIES」 

Android 10を提供する 
クラス初のデバイス 

- より安全、より使いやすく 

ご要望に合わせて機能を 
選択可能 

適切なサイズ、適切な機能、
適切な価格 

ビジネスに必要な要件を  
満たすデバイス 
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豊富なアクセサリー群 
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オプション選択可能 
ビジネスに必要な機能のみ選択 

通信 
• WiFiのみ(TC21)/WiFiと携帯網(TC26)から選択 

 

アプリケーションに適したスキャンオプションを選択 
• SE4710スキャンエンジン：スキャンニング中心の運用に 
• SE4100スキャンエンジン：軽度～中程度のスキャンに 
• スキャンエンジン非搭載：カメラで時々発生するスキャン運用に 

 

バッテリー選択 
• 標準バッテリー(3100mAh) 、または               

拡張バッテリー(5400mAh)を利用可能 
• どちらも取り外し可能である為、充電にてデバイスが利用できない 

状態を無くすことが可能 
 

ビデオ通話用の前面5MPカメラ 
• テレビ電話を活用し、本部スタッフ様などと共同作業が可能 

 

ハンズフリー運用 
• オプションのリストマウントアクセサリとRS5100 リングスキャナーを 

使用し、ハンズフリーソリューションを実現 
 

適切なレベルのメモリ 
• 活用するアプリケーションに合わせてメモリを選択可能 
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取り外し可能なシングル、 
またはマルチシフトバッテリー 
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選べるバッテリー 

標準バッテリー   
3100 mAh  

Option 1 

拡張バッテリー  
5400 mAh 

Option 2 
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TC21 
Plus 

TC21 
No Scanner 

TC21 
Basic 

TC21 
High Memory 

型番 TC210K-01A222-A6 TC210K-01D221-A6 TC210K-01B212-A6 TC210K-01A422-A6 

スキャナー 〇：SE4710 ×：非搭載 △：SE4100 〇：SE4710 

メモリ容量 (RAM/Flash) 〇：3GB/32GB 〇：3GB/32GB 〇：3GB/32GB ◎：4GB/32GB 

SIM ×：利用不可 ×：利用不可 ×：利用不可 ×：利用不可 

フロントカメラ (5MP) 〇：搭載 〇：搭載 ×：非搭載 〇：搭載 

リアカメラ (13MP) 〇：搭載 〇：搭載 〇：搭載 〇：搭載 

トリガーハンドル 〇：取付可能 ×：取付不可 〇：取付可能 〇：取付可能 

8モデルから選択可能 
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TC26 
Plus 

TC26 
No Scanner 

TC26 
Basic 

TC26 
High Memory 

型番 TC260K-01A222-A6 TC260K-01D221-A6 TC260K-01B212-A6 TC260K-01A422-A6 

スキャナー 〇：SE4710 ×：非搭載 △：SE4100 〇：SE4710 

メモリ容量 (RAM/Flash) 〇：3GB/32GB 〇：3GB/32GB 〇：3GB/32GB ◎：4GB/32GB 

SIM 〇：利用可能 〇：利用可能 〇：利用可能 〇：利用可能 

フロントカメラ (5MP) 〇：搭載 〇：搭載 ×：非搭載 〇：搭載 

リアカメラ (13MP) 〇：搭載 〇：搭載 〇：搭載 〇：搭載 

トリガーハンドル 〇：取付可能 ×：取付不可 〇：取付可能 〇：取付可能 
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USB充電
ケーブル 

マルチスロット
Ethernet      

シェアクレードル 

マルチスロット     
充電専用      

シェアクレードル 

シングルスロット  
充電専用クレードル 

シングルスロット  
通信クレードル 

※ETHERNETの場合、
アダプターも必要 

選択可能な充電スタイル 
ご要件に合わせて充電スタイルを選択可能 

4スロットバッテリー 
充電器 
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ビジネスクラスのアクセサリー 

USB-Cオーディオ   
アダプター、      
PTTボタン付属 

ヘッドセット 

トリガーハンドル 
スキャン中心のアプリケーションで       
生産性と作業者の快適さを向上 

アームマウント 
ハンズフリーオペレーションを

実現 

ホルスター 

車載用ホルダー 
スクリーンプロテクター 

RS5100リングスキャナー 

ハンズフリースキャンを  
実現する為に 

バッテリー 
 標準3100 mAh,         
拡張5400 mAh 

ハンドストラップ 



TC26 
(WWAN/WLAN) 

TC21 
(WLAN) 

System 
Processor: 1.8 GHz octa-core 

2GB RAM/16GB Flash Memory (*available in select 
regions) 

3GB RAM / 32GB Flash Memory  

4GB RAM / 64GB Flash Memory   

MicroSD Slot supports up to 128GB microSD Card 

Data Capture 
2D Imager options:  SE4710; SE4100 

No scanner configuration/with scan key rear camera 
activation 

13 MP rear camera 

Optional 5 MP front camera  

Connectivity 
VoLTE 

1 Nano SIM  (TC26 only - optional eSIM)  

a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k; Wi-Fi™ certified; IPv4, IPv6 

WPAN: BT 5 BLE 

Integrated NFC 

GPS with A-GPS (Glonass, Galileo, BeiDou) 

1 USB-C  2.0   

* Cellular and GPS available on TC26 only 

 

Sensor Technologies 
3-axis accelerometer and gyroscope for display 

orientation and power management 

Ambient light sensor to auto adjust display 
brightness, keypad and display backlight 

Proximity Sensor to automatically detect when the 
user places the handset against head during a 

phone call to disable display output and touch input 

Ergonomics & UI 
One handed, ambidextrous data capture form factor 

5.0" Color HD (1280 x 720)  display, 350 Nits 

Capacitive Touch Panel with Multi-Touch operation 

Two scan side keys 

Programmable key,  Vol +/- key 

Accessory Eco-System 
Five-slot charging cradle 

Five-slot charge and comm cradle 

Single slot charge cradle 

Single slot charge and comm cradle 

Multi-slot battery toaster 

Hand-strap/holster/screen protector 

Trigger handle 

Wrist mount  

USB cable  

Vehicle holder 

USB-C audio cable with PTT   

Durability 
Operating Temp: : -14° F to +122° F/-10° C to +50° C 

4 ft/1.2 m drop to concrete across temperature range per 
MIL-STD 810G 

Tumbles : 300 drops 1.6 ft/0.5 m 

IP67 Sealing  (Dust and Water) 

Battery 
User Removable Rechargeable Li-Ion: 

•Standard Capacity, (3100 mAh) 

•Extended Capacity (5400 mAh) 

Audio 
Speaker – 1 Watt 

Voice Support (Internal Speaker/MIC) 

2 MICs 

TC21/TC26                  
Touch Computer Details 
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StageNow 

バーコードをスキャンするか、
NFCタグをタップして、数台から
数千台のAndroidデバイスを 
簡単にステージング 

DataWedge 

プログラミング不要で、アプリに
バーコードの情報を送信 

Device 
Diagnostics 

修理が不要なデバイスを  
修理センターに送るコストを
削減 

EMDK 

TC21/TC26でキャプチャした
データや機能を活用する為のア
プリケーションの開発ツール 

Mx Extensions 

標準のAndroid OSから 
セキュリティ、管理性などを
改善する100を超える改良 

Enterprise Home 
Screen 

スタッフがアクセスできるアプリ
ケーションとデバイスの機能を
簡単に制御 

LifeGuardTM for  
AndroidTM 

TC21 / TC26デバイスの  
毎日の安全に保つための    
セキュリティパッチとアップデート 

Mobility DNA Professionalに含まれるツール 

PowerPrecision 

PowerPrecision により 

優れたバッテリー性能と信頼性
を提供 
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THANK YOU 
 
 
 


