
オプション

開発環境
適用OS Windows® XP Professional Edition Windows® 2000 Professional

（ローカルアプリケーション作成時に必要です。）　適応機種 FMVシリーズ 多種多様な業務に適応した開発言語、開発環境、ソフトウェア群をご提供いたします。

開発言語

アプリケーション開発

Visual C++

○

VisualBasic

○

Visual C＃
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Visual C++
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VisualBasic
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Visual C＃

○

Visual C++
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VisualBasic
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Visual C＃

○

Windows® Server 2003

開発言語 Visual C++ Visual Basic 2005

アプリケーション開発 TeamPad7500Wsアプリケーション開発キット
Microsoft® eMbedded VisualC++® SP4

TeamPad7500Wsアプリケーション開発キット
Microsoft® Visual Studio®2005

Visual C ＃ 2005

TeamPad7500Wsアプリケーション開発キット
Microsoft® Visual Studio®2005

○使用可能です 付属アプリケーション
Microsoft®InternetExplorer6.0 forCE
Microsoft®Windows Media Player 9
Microsoft®Excel Viewer
Microsoft®PowerPoint Viewer
Microsoft®PDF Viewer、Microsoftワードパット
受信トレイ、ImageViewer、
ユーティリティ（設定メニュー、電波／電池状態表示、
バックアップユーティリティ、診断ツール、他）

このカタログに記載されている製品については、改良のために予告なしに仕様、デザイン等を変更する場合がありますのでご了承ください。
このカタログは、森林認証紙、大豆インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

●Windows XP 、Windows2000、Windows Server 2003、Visual C++、Visual Basic、Visual C#、Microsoft Visual Studio 2005、
　Microsoft eMbedded Visual C++4.0は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
●コンパクトフラッシュは米国のSunDiskCorporatonの商標です。　●SDIO HxはBSQUARE社の登録商標です。
●BluetoothはSIGの商標で富士通へライセンスされています。　
●その他、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。
●仕様および製品機能、本体デザインは予告なしに変更される事があります。　
●表紙および本文中の本体写真と画面は合成した物で、実際とは異なります。

●化学物質：RoHS規制物質対応　●環境貢献材料：植物性プラスチック材料の採用（内部構成部品の一部）

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる
ことがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使いください。

安全に関するご注意

タッチスキャナ レーザースキャナ ネックストラップ
（スキャナ別売）

 無線LAN基地局
（IEEE802.11a／b／g準拠）

 クレードル
（USB×2、充電機能付）

充電スタンド パック充電器
（バッテリ別売）

【正面】 【背面】

接続コネクタ USBコネクタ DCコネクタ

仕様

標準タイプ
FHT683A1AR-S

Bluetooth内蔵タイプ
FHT683A1BR-S

TeamPad7500Ws

Microsoft® Windows® CE5.0Professional Plus
Marvell® PXA320（624MHz）
1GB（うちユーザ領域 ： 約890MB）

OS

制御部

＊1：Flash File Systemの略。CF（コンパクトフラッシュ）のように扱え、CFより高速に読み書きできます。　＊2：IEEE（米国電子技術者協会）が定めた無線LAN規格。　＊3：副電池を使用していない為、交換
（電池費用及び作業）が不要です。　＊4：画面を最暗輝度（一番暗い設定）、ターミナルサービスで接続し、稼働率10%、スキャナ読み取り間隔1回／10秒。（ただしアプリケーションや使用条件によって
異なります。）　＊5：（社）電子情報技術産業協会（JEITA）HT標準動作モードA（10分間に120キーを入力）　＊6：（社）電子情報技術産業協会（JEITA）HT標準動作モードF（10秒間隔で、1KBのデータを
FTP送受信）　＊7：MIL規格（MIL STD810F）テスト方法にそって、1.2m落下をクリア。ただし、すべてのケースを保証するものではありません。 　＊8：国際規格「IEC 529 IP54」の事。塵埃に対する防護
レベル5（埃の侵入から完全に保護されているわけではないが、装置の良好運転を妨げるような埃は侵入しない）と雨に対する保護レベル4（いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響が
ないもの）を持ち合わせます。ただし、スキャナ接続時は除きます。

本体にスキャナを装着

充電スタンドを連結し、本体を装着

携帯プリンタ
（Bluetooth内蔵タイプに対応。
カバーはオプション品）

本体とキーボード、マウスを連結
（パソコン運用とは異なり、一部制限があります）

256MB（うちユーザ領域 ： 約200MB プログラム領域+データ領域）

CPU
Flash ROM（FFS＊1）
RAM

透過型TFTカラー液晶
nVIDIA製GoForce5500™ 8MB VRAM表示部
10.4型 1024×768ドット（XGA）

方式
グラフィックアクセラレータ
表示サイズ

モノラルスピーカー×1、内蔵マイク×1、モノラルヘッドセットジャック×1
TYPE-II×１
IEEE802.11b／g準拠＊2（BSQUARE社 SDIO Hx搭載）
なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あり
Ver1.1×1
シリアル×1（バーコードスキャナ用）
リチウムイオンバッテリーパック4,800mAh

CFカード
無線LAN
Bluetooth™
USB
RS232C
主電池

電気二重層コンデンサによりバックアップ（電池交換時間約3分間） メンテナンスフリー＊3

当社測定法時 ： 約7時間＊4　電子協HT標準動作モードA測定時 ： 約9.5時間＊5

電子協HT標準動作モードF測定時 ： 約9.5時間＊6　　　　※各測定は、満充電の新品電池を常温で使用時。
約2.5時間（電源OFF時）

バックアップ

運用時間

充電時間
0～40℃／10～90％ＲＨ（結露なきこと）

サウンド
インターフェース

電源

環境条件
－20～60℃／8～95％ＲＨ（結露なきこと）
耐落下1.2m＊7

IP54準拠＊8

動作温湿度
保存温湿度
落下
防滴・防塵

A4サイズ（290×205×25mm）
約970g
ACアダプタ（クレードル兼用）×1、主電池×1、スタイラスペン×1、ハンドストラップ×1

外形寸法（Ｗ×D×H）
質量（バッテリー含む）
本体付属品

感圧式タッチパネル、電源キー、テンキー（10キー）、ENTキー、カーソルキー（4方向）、
ファンクションキー（×4）、クリアキー、小数点キー、BKSキー、輝度調整キー

操作部 77500Ws

FF-50-016-01-2008年04月

営業本部　販売推進統括部　販売推進部
〒206-8555　東京都稲城市矢野口1776
http://www.frontech.fujitsu.com/

●お問い合わせ
http://www.frontech.fujitsu.com/contact/（お問い合わせフォーム）
TEL 042-377-0445（平日9：00～12：00 / 13：00～17：00）



※動作中にメモリ内で生成していたデータは復元いたしません。
　アプリケーションをインストールし、各種設定を行ったセットアップ直後の状態まで復元します。

充電／USB通信部

【右側面】 【左側面】 【正面】 【背面】

■1  電源ON

最新CPUを採用

サーバ

■6  電源自動OFF ■4  アプリケーション終了

コイン電池不要

生鮮売り場での水濡れ対策も考慮。

■3  自動アプリケーション起動メモリを大幅アップ

セキュリティライブラリ※1

※1 有償ソフト。提供時期は別途後報。

サーバ

CFメモリカードデータ暗号化
内蔵メモリデータ暗号化

ダウンロード

問い合わせ

アプリケーション

無線設定

コントロールパネル
各種設定

サーバ 1 サーバ2

内部Flash ROM領域
画面情報のみ

TeamPad7500Ws上で表示

Windows
Server

TeamPad7500WにSecondEditionのTeamPad 7500Wsが登場。

CPUにMarvell PXA320を採用し、大幅に性能アップを図りました。

さらに最大約7時間の長時間連続稼働＊1を実現。

また、1GBのFlash ROM内蔵により、

多くの業務データを格納することが可能です。

高性能CPU搭載により、処理速度約2倍
長時間の連続稼働に耐える　　　　　　　　　

＊1：新品電池、常温、バックライト最暗、ターミナルサービス接続して稼働率10%で計測。アプリケーション動作や使用条件によって変わります。　＊2：MIL規格（MIL STD810F）テスト方法にそって、1.2m
落下をクリア。ただし、すべてのケースを保証するものではありません。 　＊3：国際規格「IEC 529 IP54」の事。塵埃に対する防護レベル:5（埃の侵入から完全に保護されているわけではないが、装置の
良好運転を妨げるような埃は侵入しない）と雨に対する防護レベル:4（いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの）を持ち合わせます。

データ保護／アプリケーション更新機能

最大4台のサーバ登録でトラブル回避

バックアップ／復元機能

残り電池容量や電波状況が知りたいという
声にお答えし、F3を押すと電波／電池状態
を表示します。再度F3を押すと消え、必要に
応じて確認ができます。また表示位置も移動
する事ができます。

TeamPad7500Wsの内部にあるメモリデータ、外部メモリ媒体（CFカード）
のデータ及びパソコン等への送受信データに対し、独自暗号化を施します。

スーパー、量販店等での発注

主な適用業務

日配品や生鮮品のサイクルの早い商品の発注に威力を発揮し、基幹
システムのデータ参照により売れ筋の把握、二重発注の防止、廃棄ロス／
チャンスロスの改善が見込めます。

工場内での工程管理
実績入力／収集や工程申し送り等、
厳しい環境下での使用に。

倉庫内での入出庫管理
荷物の入出庫管理やピッキング
業務などに。

リモートメンテナンス
アプリケーションのレベル管理を行い、サーバにあるアプリケーションが
アップした際に、ダウンロード、更新を行います。（ローカルアプリケーション使用時）

主電池交換時のメモリバックアップを従来のコイン
電池方式から大容量コンデンサへ変更しました。これに
よりコイン電池の寿命交換が不要となります。

数量や金額の入力で一番使用頻度の多い0,1,2,3,ENT
ボタンの位置をまとめ、手を持ち替えずに親指で押せる
ように配置しています。

売り場等の静電気対策。

優れた耐衝撃性を確保。

送受信データ
暗号化

サーバ1にトラブルが発生した場合、他のサーバに自動切替。

TeamPad7500Wsはターミナルサービスのサーバを4台まで登録して
置くことが可能です。接続の際に万が一サーバに接続できなかった場合は、
業務が止まらないように代替サーバへ自動的に切替を行います。

オリジナルのインストール／バックアップ機能により、メモリデータが消失しても、
自動的にアプリケーションや設定等を復元します。

ターミナルサービス自動ログイン／シャットダウン
TeamPad7500Wsのターミナルサービス接続は、電源を入れるだけでアプリ
ケーション立ち上げまで自動で行います。またアプリケーションを終了（ログ
アウト）すると、自動で電源が切れます。使用する人はWindows® CEのOSを
意識することなく、業務が行えます。

ターミナルサービス接続
ターミナルサービスを利用することにより、サーバのアプリケーションを利用する
ことができます。WAN経由のセンター集中によりTCOの大幅な削減が可能です。

復元

トラブル

■ターミナルサービスの特長
・画面差分データの送受信の為、データ量が少ない。
・動作はサーバなので、端末にウィルスの心配がない。
・端末側でアプリケーションのメンテナンスが不要。

スタイラスペン

アプリケーション
最新版

ユーザーフレンドリーな機能

従来機種より大幅に性能アップ

業務に耐える堅牢性

処理速度アップ!
PXA320 624MHz

アプリケーションの作業領域アップ
256MB

大幅アップで多くのデータを格納
1GB ・当社による測定結果。当社デモプログラム（VC）を使用。下記の画面推移処理。

◆ TEST 1

FAST 処理時間処理速度が約2倍に。

約1.4秒 48.5％短縮

約3.3秒

49.5％短縮約1.7秒

約2.8秒
◆ TEST 2

防滴防塵  IP54＊3

静電気  15kV（直接放電）

耐落下  1.2m＊2

サーバ3 サーバ4

ターミナルサービス接続

TEST 1 TEST 2
自動
更新！

自動
切替

PXA255 400MHz

RAM128MB

128MBFlash ROM

RETAIL Flow

量販店様向け発注アプリケーション

POSシステムGlobalSTOREと連携可能
MINDEOB
GLOVIA smart量販店と標準連携

まるごとEOB
日配／生鮮（原体換算）発注システム

シンクライアント環境を構築

本体各部

業務に要求される機能を充実

（参考テスト）

マイク

スピーカー

スキャナ用ポート

バッテリー

CFカードスロット

USBポート

ヘッドセット
ジャック

バッテリー

ACコネクタ

■2  自動ログイン
（ID／パスワード入力不要）

■5  ログアウト


