タブレットPC 本体
型番 : JT10LTE-X1S JAN : 4560456784931
専用キーボード付きケース（別売） 型番 : JTKB-X1S
JAN : 4560456784948

ビジネスもエンタメも超 快 適 。
Android 11搭載 10.36インチ | JT10LTE-X1S

SIMフリー

Android 11
10.36 インチタブレット型 PC
T618 オクタコアプロセッサー2.0GHz+1.8GHz

オクタコア CPU

画面解像度 2000 1200
メモリ 4GB / ストレージ 64GB

専用キーボード付きケース ※別売

500
1300

背面

ミドルハイスペックの性能や高解像度カメラ・専用キーボード付き
ケース ※別売 はビジネス用途のあらゆるシーンで活躍します。

万画素

オートフォーカス

※専用キーボード付きケースは別売です。

あらゆるビジネスシーンで活躍

カメラ
前面

約 490g

万画素

f or BU S INE S S
専用キーボード付き
ケース（別売）

ポゴピン接続
日本語配列
パンタグラフ

●商談でのプレゼン

●オンライン会議

●電子カタログに活用

●移動中の資料閲覧・作成

●メールチェックや書類作成

●サイネージとしての用途

プライベートでいろいろな使いみち

etc.

ディスプレイ

タブレットスタイルの手軽さに加え、屋外でも見やすいディスプレイ搭載。
SIMフリーでGPSも内蔵しており、プライベートでの様々な用途に使えます。

輝度

430
170

視野角

ニト
度

f or P RI VAT E
●外出先での動画閲覧

●写真撮影

●ご家庭でのレシピ閲覧

●カーナビ

●リモート学習

●オンライン通話

etc.

製造元：
JENESIS株式会社について

ABOUT

JENESIS

SIMフリー
GPS
内蔵

【証券コード：3627】

since 2012

東証プライム上場
グループ企業

タブレット・PCメーカー
としての長年の実績

日本資本

自社工場所有

安心の国内サポート
宮崎カスタマーサポートセンター

ビジネスもエンタメも

オールマイティーにこなす

Android 11 SIMフリータブレット
JT10LTE-X1S

オクタコアCPU 搭載

SIMフリー

Android 11 搭載

ミドルハイスペックの性能で
ビジネスもエンタメも
いろいろな場面で快適動作

市販のnanoSIMで4G（LTE ）
インターネット通信が可能 ※1

ワンタイムパーミッションや
スクリーンレコード等にも
対応 ※ 2

高精細IPS液晶

カメラ

2000 1200px
輝度430 ニト・視野角170 度
10.36 インチIPS 液晶採用

前面500万画素・背面1300万
画素カメラ内蔵。web 会議や
オンライン通話も快適

専用キーボード付き
ケース（別売）
Android 11搭載端末では希少な
専用キーボード付きケースを用意

※1：本製品の通信方式（対応バンド）に合わせた SIMカードをご用意ください。通信エリアは通信事業者にご確認ください。 ※2：Android 11の機能について一部対応していない場合がございます。

主な仕様
■ 本体
型番

JT10LTE-X1S

スピーカー

内蔵 1W 8 Ω 2

JANコード

4560456784931

マイク

内蔵

OS

Android 11

対応メディア

microSDメモリーカード（SDHC、SDXC 含む）

CPU

T618 Octa core
(A75 Dual core 2.0GHz + A55 Hexa core 1.8GHz)

対応 SIMカード nanoSIM（（H）12.3 （W）8.8mm）

GPU

Mali-G52

メモリ

4GB

ストレージ

64GB

無線 L AN

IEEE 802.11 ac/a/b/g/n

Bluetooth®

Bluetooth® 5.0

通信方式

4G : B1/B3/B8/B18(26)/B19(26)/B28/B41
USB type-C 端子・3.5mm ヘッドフォン端子・キーボード接続端子・
nanoSIMカードスロット 2・microSDメモリーカードスロット

インターフェース
/スロット

※microSDメモリーカードを挿入する場合、nanoSIMカードは1枚のみ使用できます。

ACアダプター

ディスプレイ

10.36 インチIPS 液晶モニター

画面解像度

2000 1200

電源

AC100V〜 50/60Hz 5V/2A
内蔵型リチウムポリマー充電池（5000mAh/3.7V）
充電時間 : 約 4 時間（電源オフ/AC 電源アダプター充電）
連続使用可能時間 : 最大約 6 時間

バッテリー

※使用状況や環境により変化する場合があります。

カメラ

前面カメラ：500 万画素

使用環境

温度：0 〜 45℃・湿度：最大 70%（結露なきこと）

GPS

内蔵

外形寸法

（W）約 247 （D）約7.5 （H）約 157mm（突起部除く）

センサー

G センサー

質量

約 490g

キータイプ

パンタグラフ

背面カメラ：1300 万画素

■ 専用キーボード付きケース（別売）
型番

JTKB-X1S

JANコード

4560456784948

接続方式

ポゴピン（5ピン）

キー数

78 キー

外形寸法
質量

展開時：
（W）約 256 （D）約 367 （H）約 15mm
折りたたみ時：
（W）約 256 （D）約 179 （H）約 21mm
約 480ｇ

■すべてのデータは当社測定条件によります。
都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
※SIMカードをセットしてパケット通信を行う場合、
通信事業者の定める利用料金が発生します。
また、
通
信速 度もSIMカードによって異なります。
詳細については SIMカード提供の事業者にお問い合わせください。
※ファイルの種類 / 記録データ/ 設定 / サイズ /形式 / 記録状態などによっては、
操作や再生ができない場
合 が ありま す。
※本 製 品でネットワ ー ク 機 能 を 使 用 する 場 合、
別 途 イン ター ネット 回 線 契 約 が 必 要 で す。
※本 製 品で 電 話 機 能 は ご 使 用 い た だけ ま せ ん。
※Google、
Android、Google Play、Google Pay、
Chromebook は Google LLC の商標です。※Bluetoothは米国内におけるBluetooth SIG Inc.の登録商標または商標です。※コンテンツによってはダウンロードできないものもあります。※メディアの種類 / 記録
データ/ 設定 / サイズ /形式 / 記録状態などによっては、
操作・再生などできない場合があります。
※SIMカード、
microSDメモリーカードは別売りとなります。※そのほか、記載の会社名および商品･サービス名は各社
の登録商標または商標です。
※使用シーンの写真はイメージです。
※画面はハメコミ合成です。

お客様のご要望に合わせて、
スペックのカスタマイズやソフトウェアのキッティングに対応致します。

オリジナルタブレット型PC、
スマートフォン、
その他IoT機器全般の開発、製造なら
JENESISにお任せください
JENESIS株式会社

自由度の高い

自社工場
生産

各種

カスタマイズ
対応

www.jenesis.jp

