
 

 

別紙 
 

ハードウェア仕様 

品名 LifeTouch L LTE モデル LifeTouch L ペン対応モデル 

型名 LTL/XL4G LTL/XP4G 

型番 D000-000035-002 D000-000035-003 

筐体色 ダークシルバー 

外形寸法 幅約 264mm × 奥行 184mm × 厚み 10.4mm 

質量 約 600g （本体のみ) 約 595g （本体のみ) 

プロセッサ OMAP 4460 HS（デュアルコア 1.5GHｚ） 

メモリ 
システムメモリ LPDDR2  1GB 

内蔵ストレージ 16GB（システム領域含む） 

プラットフォーム Android™ 4.1 

ディスプ

レイ 

サイズ・方式 10.1 型ワイド TFT 液晶 IPS 方式 

解像度 1280 x 800 ドット(WXGA) 

ドット抜け割合 LCD ドット抜けの割合 0.0005%以下 

タッチパネル 静電式タッチパネル(10 点タッチサポート） 

スタイラスペン対応 アクティブスタイラスペン対応 

通 信 機

能 

無線 LAN IEEE 802.11 a/b/g/n 準拠 

LTE/3G 

３G※1： 

上り 5.7Mbps、下り 14.4Mbps 

LTE※1※2： 

上り 50Mbps、下り 100Mbps 

 － 

Bluetooth® ※3 

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー 

Ver.2.1 + EDR 準拠 （Class2） 

対応プロファイル ※3：A2DP/AVRCP/OPP/SPP/HID/HSP 

赤外線通信 － 
赤外線リモコン機能 

（送信のみ） ※4 

内蔵   

カメラ 

インカメラ 有効画素数約 120 万画素、カラーCMOS カメラ 

アウトカメラ 
有効画素数約 500 万画素、カラーCMOS カメラ、オートフォーカ

ス対応 

メモリカードスロット microSD / microSDHC メモリカード対応 

microSIM カードスロット microSIM カード対応 － 

センサ GPS、加速度センサ、地磁気センサ、照度センサ 

スピーカー / マイク ステレオスピーカー、モノラルマイク（エコーキャンセル対応※5）

イ ン タ ー

フェース 

USB コネクタ Micro USB TypeAB ｘ 1（ホスト※6・クライアント機能）※7 

音声入出力端子 ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック 

映像出力端子 Micro HDMI 出力端子 ※8 

対 応 メ デ ィ ア フ ォ ー マ ッ ト 

※9 

画像：JPEG、GIF、PNG、動画：MP4、3GP、 

音声：MP3、WAV、MID、AMR、OGG、M4A 

バッテリ 

種類 /容量 リチウムイオン電池 / 定格 3.7V 8200mAh（バッテリ交換不可）

充電時間 約 4.5 時間 ※10 

動作時間※11 

ホームページ閲覧： 

最長約 11 時間 ※12 

動画再生： 

最長約 12 時間 ※13 

ホームページ閲覧： 

最長約 15 時間 ※14 

動画再生： 

最長約 12 時間 ※15 

動作環境 温度 / 湿度 5～35℃ / 20～80%（ただし結露しないこと） 



 

 

添付品 

ACアダプタ※16、ACケーブル

※16、はじめにお読みくださ

い、スタートアップガイド、保証

書 

ACアダプタ※16、ACケーブル

※16、はじめにお読みくださ

い、スタートアップガイド、保証

書、アクティブスタイラスペン、

アクティブスタイラスベン用乾

電池（試供品） 

ソフトウェア 

アプリケ

ーション 

Android 標準 
ブラウザ、メール、カメラ、ギャラリー、時計、連絡先、電卓、カレ

ンダー、設定、ダウンロード、音声レコーダー、Movie Studio 

Google Mobile 

Service※17 

Google Play™ ストア、Google 設定™、Google マップ™、Google 

音声検索™、Google™ 検索、Chrome™ 、YouTube™ 、Gmail™ 、

Google+™ 、Google Play™ ムービー、Google Play™ ゲーム、

Google Play™ ミュージック、Google Play™ ブックス、ハングアウ

ト™、Google ドライブ™ 

その他 

アプリアップデート、無線 LAN 簡易設定対応（らくらく無線スター

ト®/らくらく QR スタート® / AOSS™）、ファイルブラウザ、

ATOK®、マルチユーザー設定、設定のインポート、設定のエク

スポート、予防保守、ポリシー設定、無線 LAN アシスト、タッチパ

ネルモード 

NEC 

Solution 

Tablets  

機能（搭

載済み） 

無線 LAN     

アシスト機能 

無線 LAN ハンドオーバ機能、アクセスポイントホワイトリスト機

能、アクセスポイント優先順位設定機能 

アプリ削除 

防止機能 
アプリ消去防止、端末初期化防止 

セキュリティ機能 

パスワードロック、パスワードポリシー設定、ローカルワイプ、

SD メモリカード暗号化、鍵のインポート/エクスポート機能、内部

ストレージ暗号化、アプリインストール/アンインストール制御、

利用可能アプリ制限、セキュリティ管理者権限、利用可能デバイ

ス制限、操作ログ管理機能、システムアップデート制御、データ/

設定の初期化制御、無線 LAN 暗号化、IEEE 802.1X、プロキシ

設定 ※18、ネットワーク利用制御（ファイアウォール）※19、

VPN 対応（PPTP、L2TP/IPSec PSK、L2TP/IPSec RSA、IPSec 

Xauth PSK、IPSec Xauth RSA、IPSec Hybrid RSA) ※20 

その他機能 Microsoft® Exchange ActiveSync®メール同期機能対応 

オプション 

アクセサリ 

標準クレードル：D000-000036-001※16、 

AC アダプタ：D000-000003-001（標準添付品と同等）※16 

アクティブスタイラスペン：D000-000038-001 

（ペン対応モデル添付品と同等） 
※1: 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエ

フォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化しま

す。 

※2: Xi（クロッシィ）をご利用になるには、MVNO サービス（NEC モバイルクラウドサービス等）との契約、または NTT

ドコモとの回線契約及び Xi（クロッシィ）に対応したプロバイダーとの契約が必要です。 

※3: 本商品は、すべての Bluetooth® 機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、相手側の機

器によっては、正しく接続できない場合があります。 

※4: 対応アプリケーションの開発が別途必要となります。 

※5: 対応したアプリケーションが必要です。 

※6: HID(ヒューマンインターフェースデバイス)のみ対応。供給電流は最大 100mA です。すべての USB 機器の動作

を保証するものではありません。ＵＳＢ機器を接続する場合には、変換アダプタが別途必要な場合があります。

動作を確認した周辺機器についてはホームページ(http://jpn.nec.com/lt/)をご覧ください。 

※7: USB コネクタ経由の充電は対応していません。 



 

 

※8: HDMI 接続には、別途 Micro HDMI ケーブルが必要です。HDMI ケーブルは長さ 1.5m 以下を推奨します。対応

機器すべての動作を保証するものではありません。動作を確認した周辺機器についてはホームページ

(http://jpn.nec.com/lt/)をご覧ください。著作権保護されたコンテンツをHDMI出力端子に接続した機器に表示

するためには、事前にインターネットへ接続して初期設定を行う必要があります。また、接続する機器は HDCP

規格に対応している必要があります。HDCP 規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生また

は表示ができません。HDMI の CEC（Consumer Electronics Control）には対応しておりません。 

※9: すべてのファイルの再生および動作を保証するものではありません。 

※10: AC アダプタを使用して本機を充電している場合でも下記の何れかの組み合わせで使用するとバッテリ消費量

が充電量よりも多くなり充電が追いつかなくなり充電されない場合があります。 

-CPU の高負荷や通信を頻繁に行うアプリケーションの使用 

-画面の明るさを最大にして使用 

-周辺機器（HDMI や USB 機器など）を接続して使用 

※11: バッテリ容量が少ない状態（約 10%以下）で下記を行うと、瞬間的な電圧低下が発生し、バッテリ残量警告の

表示をせずに電源がきれる場合があります。 

-AC アダプタ、HDMI や USB ケーブルの挿抜 

-CPU の高負荷や通信を頻繁に行うアプリケーションを使用 

※12: ディスプレイ輝度を[画面の明るさ]で最小に設定、3G/LTE モデムを有効、無線 LAN オフ状態。実際の駆動時

間は使用環境により異なります。  

※13: ディスプレイ輝度を[画面の明るさ]で最小に設定、3G/LTE モデムを無効、無線 LAN オフ状態。実際の駆動時

間は使用環境により異なります。 

※14: ディスプレイ輝度を[画面の明るさ]で最小に設定、無線 LAN オン状態。実際の駆動時間は使用環境により異

なります。 

※15: ディスプレイ輝度を[画面の明るさ]で最小に設定、無線 LAN オフ状態。実際の駆動時間は使用環境により異

なります。 

※16: 屋内使用専用となります。 

※17: Google の認証を取得して搭載しています。 

※18: 全てのアプリケーションでプロキシが有効になるものではありません。  

※19: ホスト名による接続制限はできません。 

※20: 全ての VPN 機器の接続を保証するものではありません。 

 

＊ その他、記載されている会社名および製品･サービス名は各社の登録商標または商標です。 


