国内防爆検定合格品
型式検定合格番号CSAUK 20JPN049X/CSAUK 20JPN050X

危険箇所のIT化 への 新提案

頑丈・軽量・薄型さらに毎日に安心をプラス
軽量

大画面

1240g

10.1型

OS

Windows10
Pro

CPU

Intel® Core™ i

UX10-Ex

3年間事故保証付き

タブレットPC
※

※

※ATEX / IECEx Zone 2/22 II 3G Ex ic op is IIC T4 G II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

「 U X10- Ex 」のおすすめP O I NT
防爆エリア内でも安心のIT端末

最新のWindows10Pro

内蔵バーコードなどのオプションが
備えてあり、
今までの石油やケミカル
プラントでの手作業に替わり、
業務
効率化、
エラー防止、
コスト低減に
貢献する最適なモバイル端末です。

Windows１０Proにはビジネスで
使えるアプリやオフィスで使用中
のアプリがそのままインストール
出来ます。

こんな方に最 適です！

インテル®Core™i搭載

第 8 世 代インテル ® C o r e ™ i
プロセッサーは高性能モバイルPC
向けに開発され、
低い消費電力を
実現。長時間でのバッテリー駆動
を可能にします。

現場を考えたタフなPC

水・砂埃・衝撃をはじめ、高温・
湿気や塗料汚染にも強い設計は
不 意の落 下や事 故にも耐え、
お客様の大事な資産を守ります。

■充実のインターフェース

✓ 危険箇所での作業効率を上げたい
✓ RFID/バーコードリーダー付き端末がほしい
✓ 国内で技術、修理サポートを受けたい
✓ タフな上に高性能な端末がほしい
✓ しっかりした保証で安心したい

FHDウェブカメラ/Windows Hello
顔認証カメラ(オプション）

専用スタイラスペン

カメラ
（800万画素）
ケンジントンロック

HDMI
USB 3.1 Gen 2 Type-A
ヘッ
ドフォン出力/マイク入力兼用端子
DCジャック

製品についてのご相談・お見積りはお気軽に下記よりお問い合わせください。
総販売元

コンピ ュータ 及 び 周 辺 装 置 の 設 計 製 造 販 売

TEL 03-5952-5396

受付時間
（平日）
9：0 0 〜 1 7 : 0 0

MAIL jnsinfo@jnovas.com FAX 03-5952-5398

日本ノヴァシステム

検索

http://www.jnovas.com
スペック詳 細は裏 面をご覧ください☞

主な仕様

品番

UX10-Ex

OS

Windows10 Pro 日本語版

CPU

Intel® Core™ i5-8265U（1.6GHz/最大3.9GHｚ） Intel® Core™ i5-8365U (1.6GHz/最大4.1GHｚ)

<標準モデル>

（4種の中から選択可能)

UX10-Ex
防爆タブレット

Intel® Core™ i7-8565U（1.8GHz/最大4.6GHｚ） Intel® Core™ i7-8665U（1.9GHz/最大4.8GHz）
※1

無線LAN

Intel® Dual Band Wireless-AC 9260, 802.11ac

Bluetooth

Bluetooth(v5.0)
<標準モデル>

メモリ/ストレージ

※2

<標準モデル>

８GB DDR4(最大１６GB）
/２５６GB SSD(最大１TB）

GPU

Intel®UHD Graphics 620

表示方式

10.1型 FHD
（１９２０×1200)IPS TFT液晶タッチディスプレイ

カメラ

フロントカメラ
（800万画素)

タッチスクリーン方式

静電容量式マルチタッチパネル

セキュリティ

Intel® vPro™ Technology TPM 2.0（一部のCPUのみ）、
ケンジントンロック

おもなインターフェイス

USB 3.1 Gen 2 Type-A ×1、
ヘッドセット端子×１、HDMI×１

電源

ACアダプター：
１００V〜２４０V
（５０/６０Hz）
バッテリーパック
：11.1V
（リチウムイオン）
公称容量4200mAh､定格容量４０８０ｍAh

消費電力

最大約6５W

外形寸法

幅276.8×奥行194.5×厚み23.5mm

本体質量

約1240ｇ※3
※4

堅牢性能

※5

耐衝撃・耐落下：MIL-STD-810G、
防塵･防水：IP６５
C Dc)、
TIIS
ATEX / IECEx (Zone 2/22 II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc II 3D Ex ic op is IIIB T130°

防爆性能
使用環境条件

温度：−21℃〜63℃、
保管温度：−51℃〜71℃、
湿度：95％RH
（結露なきこと）

ショートカットボタン

Windows・電源・ファンクションキー・カメラキャプチャ・音量アップ・音量ダウン

ソフトウェア

Getac Utility、
Getac Camera、
Getac Geolocation、
Getac Barcode Manager

保証

3年間

※1 4G LTE/Wiﬁ TELEC認証取得済み。※２ お客様のご使用される場所、
電波状況によりBluetoothの通信距離は異なります。
ご使用の状況によっ
てはお客様の使用されている周辺機器とBluetoothの電波が干渉を受ける可能性がございます。
また、電波の干渉を防ぐには他でご使用中のBluetooth
をお切りいただくか、10m以上離してご使用ください。※3 お選びいただいたオプション、
アクセサリの状況によって重さとサイズは異なります。※4 試験の
結果はオプションやアクセサリの状況によって異なります。※5 MIL-STD-810Gは第三者認証機関にてテストしております。
・標準モデル以外の構成は担当営業までご相談ください。

拡張オプション(別途有料）
お客様のご要望に応じたカスタマイズモデルをご注文いただけます。
オプションメニュー一覧
バーコードリーダー

※6

RFIDリーダー ※7
RS232 シリアルポート

Windows® Hello顔認証フロントカメラ
※6

※6

LANポート(RJ45）

USB 3.0 Type-A ポート

タブレット専用取っ手
MicroSDスロット
VGAポート

※6

※6
※6

USB 3.1 Gen 1 Type-C ポート

※6 バーコードリーダー､RFIDリーダー､RS232シリアルポート､LANポート
（ＲＪ４５）
、
ＵＳＢ3.0 Type-A ポート、USB3.1 Gen 1 Type-C ポート、MicroSD
スロット及びＶＧＡポートは併用不可のオプションです。※7 13.56MHz非接触HF帯RFIDリーダー
（ISO15693、
14443 A/B、
Mifare及びFeliCa™準拠）
・標準モデルのカスタマイズについては担当営業までご相談ください。

アクセサリ(別途有料）
■お問合せ・資料請求はこちら

作業効率を上げる純正アクセサリをご用意しております。

TEL：03-5952-5396/FAX：03-5952-5398

アクセサリメニュー一覧
マルチベイ充電器(2台用) ※8

マルチベイ充電器(8台用)

ACアダプター ※8

持ち運び用バッグ ※8

スタイラスペン

デジタイザーペン

大容量バッテリー ※8

保護フィルム ※9

落下防止用ハーネス

専用ハンドストラップ

標準バッテリー ※8

ショルダーストラップ

※8

jnsinfo@jnovas.com

※8 防爆エリア内での使用、
交換は不可です。※9 出荷時に一枚標準貼付となります。
掲載されている画像についての著作権は各社メーカーに帰属します。
記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
記載事項は2020年７月現在のものです。
カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
©Copyright 2020 JNS Company,L.P.

総販売元

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-54-12 日宝池袋第一ビル4Ｆ
http://www.jnovas.com

