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■ファクトリコンピュータラインナップ

ラックマウント

高速ＣＰＵ

高信頼性

安定供給

特別仕様モデル特別仕様モデル

2007.9～2012.8予定

2007.9 ～2010.8予定

2008.7 ～2011.6予定

ＦＣ－１２１Ｃ（１Ｕ）ＦＣ－１２１Ｃ（１Ｕ）

ＦＣ－２２１Ａ/２２２Ａ（２Ｕ）ＦＣ－２２１Ａ/２２２Ａ（２Ｕ）

FC98FC98--NXNXシリーズシリーズ

ボックスボックス型型

組込み

ファンレス

高信頼性

安定供給

ＦＣ－Ｂ１４Ｆ

2006.12～2011.11予定

ＦＣ－Ｂ１４ＦＦＣ－Ｂ１４Ｆ

ＦＣ－Ｂ１０ＭＦＣ－Ｂ１０Ｍ
[Celeron®M-1.0GHz]

[Pentium®M-1.4GHz]

[CoreTMDuo T2500 2.0GHz]

[Dual-Core Xeon® LV2.0GHz]

FC98FC98--NXNXシリーズシリーズ

デスクトップ型デスクトップ型

高速ＣＰＵ

画像処理能力

多スロット

高信頼性

安定供給

ＩＳＡ対応

2008.8～2013.7予定

ＦＣ－Ｓ１６ＷＦＣ－Ｓ１６Ｗ

［Celeron®M 440(1.86GHz）］

［Core™2 Duo T7400(2016GHz)］

［Quad Core Xeon® L5318(1.60GHz)］

2009.1～2013.12予定

ＦＣ－Ｄ２１ＡＦＣ－Ｄ２１Ａ

ＦＣ－Ｄ１８ＭＦＣ－Ｄ１８Ｍ

FC98FC98--NXNXシリーズシリーズ

省スペース省スペース型型

コンパクト

高信頼性

安定供給

ＦＣ－Ｅ２１ＡＦＣ－Ｅ２１Ａ

ＦＣ－Ｅ１８ＭＦＣ－Ｅ１８Ｍ

［Core™2 Duo T7400(2.16GHz）］

［Celeron®M 440(1.86GHz)］

FCFC--NOTENOTEシリーズシリーズ

ノートノート型型
防塵・防滴

堅牢ノート
ＦＣ－Ｎ２２ＡＦＣ－Ｎ２２Ａ

［Core™2 Duo U7500(1.06GHz)］

ラックマウントラックマウント型型

2009.10～2012.9予定

ＦＣ－Ｐ３０ＡＦＣ－Ｐ３０Ａ

ＦＣ－Ｐ２０ＸＦＣ－Ｐ２０Ｘ［Celeron® 440(2.0GHz)］

［Core™2 Duo E8400(3.0GHz)］
低価格

高信頼性

３年供給

FCFC--PMPMシリーズシリーズ

スリムタワースリムタワー型型

2008.6～2012.12予定

ＦＣ－Ｓ２１ＷＦＣ－Ｓ２１Ｗ

２０１３年２０１２年２０１１年２０１０年２００９年２００８年２００７年２００６年 ２０１４年

2010.4～2013.7予定
［Quad Core Xeon® L5408(2.13GHz)］

同一モデル長期供給のＦＣシリーズ
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 同一モデルでの供給２年間保守６年間

 ＮＥＣが保証する環境スペック

 万が一の時にもしっかり原因解析報告

■■ＮＥＣの堅牢ノートＮＥＣの堅牢ノート

◎産業分野で実績ある
「安定供給」と「安心の手厚いサポート」

 さらに向上する堅牢性（防滴、温度）

 多様なラインナップを誇るファクトリコンピュータ

 ＦＣと連携したシステム提案も可能

◎進化を続け、連携できる堅牢ノート
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■■ＳｈｉｅｌｄＰＲＯＳｈｉｅｌｄＰＲＯ Ｎ２２Ａの特徴Ｎ２２Ａの特徴

◎ホコリ、水、振動、高（低）温など、コンピュータにとって大敵の環境
においても安心して利用できる堅牢ノート

工場内ライン用野外作業用 車載用 厨房用 機器組込用 他・・・

■ インテル® Core™2Duo 搭載

■ 高輝度（約750cd/㎡）１２.１インチ ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ付ＬＣＤ

■ バッテリ駆動約12時間 （長時間バッテリ利用時）

■ 防塵防滴性強化（ＩＰ55準拠＊） ＊IP65試験も合格済

■ 32GBシリコンディスクモデルを用意

■ -20℃～50℃対応（広温度範囲モデル。標準モデルも5℃～45℃対応）

■ Windows®XP Proプリインストール継続（2012年末迄）

さらに、Windows®７にも対応（セレクション）

12.1インチ

コンバーチブル

タッチパネル付

ShieldPRO FC-N22A

◎従来のパソコンでは利用しづらい現場での活用が可能！！
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■■こんな場面でもＳｈｉｅｌｄＰＲＯこんな場面でもＳｈｉｅｌｄＰＲＯ Ｎ２２Ａなら安心ですＮ２２Ａなら安心です

ＳｈｉｅｌｄＰＲＯ Ｎ２２Ａ
◆ＩＰ５５クラスの防塵・防滴性を実現

◆振動・衝撃・高度試験を実施し堅牢性を強化

◆９０ｃｍからコンクリートへの落下試験にパス

◆タッチパネル標準搭載、コンバーチブルタイプ

◆長期供給（2012年末）・長期保守（2018年末）

◎野外での検査・データ入力

⇒不意の雨、埃、炎天下の高温、降雪時の低温など

◎工場内でのデータ収集・制御

⇒機械振動、切削金属粉、粉末薬品、電源ノイズなど

◎車両、航空機や建設・作業機械への搭載

⇒振動、衝撃、高温、低温、緊急操作など

一般ＰＣ

◆水分・埃・振動・衝撃に弱い

◆ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙやｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ少ない

◆半年～１年でモデルチェンジ

◆低価格

雨天や埃の多い場所では

利用不可。高低温にも弱い。

冷却ファンが埃や金属粉を

吸込み故障しがち。

Ｏ
Ｋ

Ｏ
Ｋ

Ｏ
Ｋ

Ｎ
Ｇ

Ｎ
Ｇ

Ｎ
Ｇ

振動・衝撃がＨＤＤやＬＣＤ

に大敵。低温起動不可。

◎厨房・店舗でのデータ入力・表示

⇒飲み物、食用油、油分を含むホコリ・煙、虫、など

Ｏ
Ｋ

Ｎ
Ｇ

水・油の侵入で故障しがち。

虫の侵入で基板ショートも。
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ＦＣ－Ｎ２２Ａ 他社堅牢ノート ＦＣ－Ｎ２１Ｓ

■Ｎ２２Ａ

■Ｎ２１Ｓ

■Ｎ２２Ａ

■Ｎ２１Ｓ

■Ｎ２２Ａ

■Ｎ２１Ｓ

8

最大１２８ＭＢ （メインメモリ使用）最大３８４ＭＢ （メインメモリ使用）ビデオＲＡＭ

モバイル インテル? ９４５ＧＭ Ｅｘｐｒｅｓｓﾁｯﾌﾟｾｯﾄ内臓
（ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ機能、ｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞ機能、画面回転機能ｻﾎﾟｰﾄ）

モバイル インテル? ＧＭＥ９６５ Expressﾁｯﾌﾟｾｯﾄ内臓
（ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ機能、ｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞ機能、画面回転機能ｻﾎﾟｰﾄ）

グラフィック
アクセラレータ

最大２ＧＢ、ＳＯ-ＤＩＭＭスロット×２
ＤＤＲ２-ＳＲＡＭ （ＰＣ２-３２００（ＤＤＲ２-４００））

最大４ＧＢ、ＳＯ-ＤＩＭＭスロット×２
ＤＤＲ２-ＳＲＡＭ （ＰＣ２-４２００（ＤＤＲ２-５３３））

メモリ

モバイル インテル? ９４５ＧＭ Ｅｘｐｒｅｓｓチップセット ＩＣＨ８-Ｍモバイル インテル? ＧＭＥ９６５ Ｅｘｐｒｅｓｓチップセット ＩＣＨ８-Ｍチップセット

５３３ＭＨｚ （メモリバス ４００ＭＨｚ）５３３ＭＨｚ （メモリバス ５３３ＭＨｚ）システムバス

←２,０４８ＫＢ（ＣＰＵ内蔵）キャッシュメモリ ２nd

インストラクション用 ３２ＫＢ
データ用 ３２ＫＢ （ＣＰＵ内蔵）

インストラクション用 ３２ＫＢ×２
データ用 ３２ＫＢ×２ （ＣＰＵ内蔵）

キャッシュメモリ １ｓｔ

インテル? ＣｏｒｅＴＭＳｏｌｏ U１４００ 1.20GHｚインテル? ＣｏｒｅＴＭ２Ｄｕｏ U７５００ 1.06GHｚＣＰＵ

ＦＣ－Ｎ２１ＳＦＣ－Ｎ２２Ａ

最大１２８ＭＢ （メインメモリ使用）最大３８４ＭＢ （メインメモリ使用）ビデオＲＡＭ

モバイル インテル? ９４５ＧＭ Ｅｘｐｒｅｓｓﾁｯﾌﾟｾｯﾄ内臓
（ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ機能、ｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞ機能、画面回転機能ｻﾎﾟｰﾄ）

モバイル インテル? ＧＭＥ９６５ Expressﾁｯﾌﾟｾｯﾄ内臓
（ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ機能、ｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞ機能、画面回転機能ｻﾎﾟｰﾄ）

グラフィック
アクセラレータ

最大２ＧＢ、ＳＯ-ＤＩＭＭスロット×２
ＤＤＲ２-ＳＲＡＭ （ＰＣ２-３２００（ＤＤＲ２-４００））

最大４ＧＢ、ＳＯ-ＤＩＭＭスロット×２
ＤＤＲ２-ＳＲＡＭ （ＰＣ２-４２００（ＤＤＲ２-５３３））

メモリ

モバイル インテル? ９４５ＧＭ Ｅｘｐｒｅｓｓチップセット ＩＣＨ８-Ｍモバイル インテル? ＧＭＥ９６５ Ｅｘｐｒｅｓｓチップセット ＩＣＨ８-Ｍチップセット

５３３ＭＨｚ （メモリバス ４００ＭＨｚ）５３３ＭＨｚ （メモリバス ５３３ＭＨｚ）システムバス

←２,０４８ＫＢ（ＣＰＵ内蔵）キャッシュメモリ ２nd

インストラクション用 ３２ＫＢ
データ用 ３２ＫＢ （ＣＰＵ内蔵）

インストラクション用 ３２ＫＢ×２
データ用 ３２ＫＢ×２ （ＣＰＵ内蔵）

キャッシュメモリ １ｓｔ

インテル? ＣｏｒｅＴＭＳｏｌｏ U１４００ 1.20GHｚインテル? ＣｏｒｅＴＭ２Ｄｕｏ U７５００ 1.06GHｚＣＰＵ

ＦＣ－Ｎ２１ＳＦＣ－Ｎ２２Ａ

・３種ベンチマーク結果にて
従来機より大幅な性能ＵＰを実現！
（ＣＰＵ単体で約２倍、全体で約1.4倍アップ）

■■広い温度範囲で実力を発揮する高性能①広い温度範囲で実力を発揮する高性能①
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◎低温下での起動に強いＳｈｉｅｌｄＰＲＯ

動作保証温度 常温～５０℃ －５℃ －２０℃

ＳｈｉｅｌｄＰＲＯ
（ＦＣ－Ｎ２２Ａ）

ー20℃～50℃ 即起動 即起動 即起動

 ＬＥＤバックライト方式液晶ディスプレイを採用

 車載用ＨＤＤの採用（ヒーターレス方式）

 低温特性に優れたバッテリ・セルの採用

※添付のＡＣアダプタ接続時でも上記温度領域で動作可能

■■広い温度範囲で実力を発揮する高性能②広い温度範囲で実力を発揮する高性能②

◎零下環境での強さ （広温度範囲モデルの場合）
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■ＳｈｉｅｌｄＰＲＯＳｈｉｅｌｄＰＲＯ 堅牢性試験堅牢性試験

NN２２２２AA

非動作状態で各面・角・辺の計
26方向各1回900mm高さから
落下

合板への落下

非動作状態で各面6方向各1回
900mm高さから落下

コンクリートへの落下

正弦波加振

ランダム波加振

振動試験

衝撃試験

IPx5試験IP5x,IP6x試験

落下試験

防滴試験

防塵試験

高度試験
(低圧試験)

動作時ピーク15G周期
11ms、非動作時ピーク
50G周期11msの半正
弦波の衝撃

IEC68-2-27/MIL-STD-810F(516.5)

IEC68-2-6/MIL-STD-810F(516.5) 
JASO_D_001-94_A類

振動試験
衝撃試験

IEC529/MIL-STD-810F/NDS

NDS試験 IPx4試験

IEC68-2-13
/MIL-STD-810F(500.4)

ＩＰ５５準拠
IP65試験も合格済
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ＩＰ（International Protection）
国際規格ＩＥＣ60529で規定された固形異物や水に
対する電気機器やキャビネットの異物侵入保護等級

第１記号 第２記号説明
人体及び固形異物に対する保護等級 水の侵入に対する保護等級
0 無保護 0 無保護
1 50mmより大きい固形物に対する保護 1 鉛直に落下する水滴に対する保護
2 12mmより大きい固形物に対する保護 2 15°傾斜した時落下する水に対する保護
3 2.5mmより大きい固形物に対する保護 3 噴霧水に対する保護
4 1.0mmより大きい固形物に対する保護 4 飛沫に対する保護
5 粉塵が内部に侵入することを防止する 5 噴流水に対する保護

若干の粉塵の侵入があっても正常な 6 波浪に対する保護
運転を阻害しない。 7 水中に対する保護

6 粉塵が内部に侵入しない。 8 水没に対する保護

ＩＰＸ４試験：あらゆる方向から毎分１０ℓを５分
ＩＰＸ５試験：あらゆる方向から毎分１２．５ℓを３分

■ＳｈｉｅｌｄＰＲＯＳｈｉｅｌｄＰＲＯ の防塵防滴性①の防塵防滴性①

◎ＩＰ６５
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キーボード下部

配線をゲル材で包み込み
密閉性を確保

写真は従来機種Ｎ２１Ｓ

■ＳｈｉｅｌｄＰＲＯＳｈｉｅｌｄＰＲＯ の防塵防滴性②の防塵防滴性②

◎サンドイッチ構造
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コネクタドア

防滴ケーブル

パッキン

■ＳｈｉｅｌｄＰＲＯＳｈｉｅｌｄＰＲＯ の防塵防滴性③の防塵防滴性③

◎コネクタドア

◎防塵ケーブル
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Ｍｇ筐体

コンクリート床へ落下時
筐体への衝撃1,000～2,000Ｇ

試作機（削り出し筐体） 量産試作機（金型筐体）

■ＳｈｉｅｌｄＰＲＯＳｈｉｅｌｄＰＲＯ の耐衝撃・耐振動性①の耐衝撃・耐振動性①

◎Ｍｇ筐体構造

写真は従来機種Ｎ２１Ｓ
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モニタ部（LCD実装） モニタ・カバー

HDDサブASSY

ＬＣＤをねじ固定せずクッション材で保持
（筐体に加わる衝撃を直接伝えない）

ＨＤＤも同様

■ＳｈｉｅｌｄＰＲＯＳｈｉｅｌｄＰＲＯ の耐衝撃・耐振動性②の耐衝撃・耐振動性②

写真は従来機種Ｎ２１Ｓ

◎フローティング構造
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温度変化や衝撃
による応力で
クラックや剥離
を引き起こす

プリント基板

ＬＳＩ
（ＢＧＡ）

半田ボール

アンダーフィル剤の塗布

半田ボールへの応力集中を軽減、接続保持の補強

■ＳｈｉｅｌｄＰＲＯＳｈｉｅｌｄＰＲＯ の耐衝撃・耐振動性③の耐衝撃・耐振動性③

◎アンダーフィル
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最高輝度最低輝度

■ＳｈｉｅｌｄＰＲＯＳｈｉｅｌｄＰＲＯ の利便性①の利便性①

◎ＬＣＤの視認性

『Ｎ２２Ａ』 最低輝度：約１cd/m2 最高輝度：約７５０cd/m2
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ExpressCard/54対応
・PCカードスロットカバー操作性向上

上：ExpressCard/54
下：PCCard (Type II)

SD/MMC/MS Card

ネジ

容易に抜き差し
出来ない構造

HDD/バッテリを本体側面より
着脱可能（物理セキュリティ付き）

タッチペンを
LCD画面部に搭載

USBを右側面×１
背面×2で配置

USB×2
USB

IEEE 
1394

特注塗装色対応
利用現場シーンに適した天蓋塗装の
特別色対応＊

シルバー レッド ベージュ

グリーン イエロー オレンジ

＊法人向け商談対応

受信感度を改善した
アンテナ配置
・ＬＣＤ側の上面/横面に配置す
ることで受信感度改善

ＢｌｕｅｔｏｏｔｈⓇ

の追加

利便性追求のオプション
・肩掛けベルト、ベルト、固定金具

■ＳｈｉｅｌｄＰＲＯＳｈｉｅｌｄＰＲＯ の利便性②の利便性②

防塵防滴オプションケーブル・カバー
・ＬＡＮ用、シリアル用、汎用ＵＳＢ用、電源コネクタ用、
カードスロット用を用意

輝度調節用照度センサ搭載
・周囲の明るさを検出
画面輝度を調整
（屋外／室内）

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付
キーボード ｾﾚｸｼｮﾝ
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■ ＳｈｉｅｌｄＰＲＯの利便性③

◎セレクションメニューできめ細かいモデル選択が可能

※ 1：日本語OSを選択された場合、日本語キーボードのみ選択可能。英語OSを選択された場合は英語キーボードのみ選択可能となります。

セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュ ー

世

 
代

 
番

 
号

シ リ ー ズ 名

本体（ベース） キーボード

CPU
インテル®

CoreTM2 Duo
プロセッサー

U7500 (1.06GHz)

FC-N22A
オープン価格

4 S

T

S

W

1GB
（1GB×1）

標準HDD×1台
(Serial ATA: 80GB)

標準バッテリ

無線LAN ：あり
指紋認証

 

：なし
Bluetooth® ：あり

※1

6 2GB
（2GB×1）

B

K

W

N F

Z

無線LAN / 指紋認証
/ Bluetooth®ディスク・バッテリO S メモリ

標準HDD×1台
(Serial ATA: 80GB)
長時間バッテリ

広温度範囲HDD×1台
(Ultra ATA: 40GB)
広温度範囲バッテリ

無線LAN

 

：あり
指紋認証

 

：あり
Bluetooth® ：あり

無線LAN

 

：なし
指紋認証

 

：なし
Bluetooth®：あり

無線LAN

 

：なし
指紋認証

 

：あり
Bluetooth® ：なし

無線LAN

 

：なし
指紋認証

 

：なし
Bluetooth® ：なし

シリコンディスク×1台
(Serial ATA: 32GB)

標準バッテリ

シリコンディスク×1台
(Serial ATA: 32GB)
広温度範囲バッテリ

【英語 選択時の組合せ】

H

【日本語 選択時の組合せ】

C

G

7

6

Ｂ

日本語
バックライト付

キーボード

日本語
標準キーボード

Windows® ７
Professional
（英語）

英語
バックライト付

キーボード

Windows® ７
Professional
（日本語）

英語
標準キーボード

X

Y Windows® XP
Professional
SP2（英語）

Windows® XP
Professional
SP2（日本語）

FC-N22A /

型 名 モ デ ル 名

型 番

※ 1 ※ 1
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■安心のサポート体制

◎３年間無償保証（引取修理・送付修理）

◎充実した保守サポート体制

◎保守サポート期間

 ユーザ登録により、３年間の無償修理を保証。

３年間無償保証の対象は、本体およびACアダプタ。
バッテリおよびオプション製品は保証期間1年。

※消耗品や寿命品は、無償保証期間内であっても、当社が規定している寿命期間を

過ぎていると判断された場合は、 有料修理となります。

 全国４０６箇所＊のサービス拠点で対応。 ＊2009年3月末現在

 「引取り修理」「出張修理」「契約保守」など運用にあわせた
充実の保守サポート体制。

 生産終了後６年間の保守サポートを実施。（2018年末迄対応）
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■ＴＣＯ削減、環境配慮

◎ＳｈｉｅｌｄＰＲＯはＴＣＯ削減、環境配慮も図れます。

◆ＩＰ５５準拠の防塵・防滴仕様

◆-２０℃～５０℃動作保証

◆強い耐振動・耐衝撃性

・防塵ラック購入コスト不要

・スペースコスト低減

・設置自由度向上で高い操作性

◆長期供給（２０１２年１２月まで）

◆長期保守（２０１８年１２月まで）

◆全国４０６ヶ所の保守拠点

・製品変更による評価コスト低減

・長期保守契約で保守コスト低減

・迅速保守で運用ロス低減

◆低消費電力１５Ｗ （最大４５Ｗ）

◆省エネ基準達成率ＡＡＡ（500%以上）

◆エコポリカ、再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ利用

・消費電力の削減

・発熱量の削減

・ＣＯ２排出量の削減

Ｕｌｔｒａｌｉｔｅ
並み！
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Ｃｏｒｅ™２Ｄｕｏ

高輝度ＬＣＤﾊﾟﾈﾙ

バッテリ約１２時間駆動

-20℃～50℃対応強化

防塵・防滴性能強化

・フィールドメンテナンス端末 （長時間駆動）

・報道用端末 （FOMA®ｶｰﾄﾞも防塵防滴）

・屋外計測用端末 （高速化、高輝度化）

・屋外競技支援端末 （計測、チケット発券）

・冷凍倉庫内端末 （ACｱﾀﾞﾌﾟﾀも零下対応）

屋外にも強いＳｈｉｅｌｄＰＲＯ広がる用途

・工場内生産管理端末 （塵埃・振動対策）

・魚市場受注端末 （湿度・水滴対策）

・自動車開発・整備端末 （振動・温度対策）

・災害対策端末 （塵埃・衝撃・温度対策）

・救急車/献血車端末 （振動・温度対策）

工場に強いＳｈｉｅｌｄＰＲＯ主な導入例

■こんな場面で活躍するＳｈｉｅｌｄＰＲＯ
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Ｎ２２Ａ Ｎ２１Ｓ

タイプ コンバーチブル ←

ＣＰＵ
CoreTM2 Duo U7500 CoreTM SoloU1400

チップセット ﾓﾊﾞｲﾙｲﾝﾃﾙ
GME965 Express

ﾓﾊﾞｲﾙｲﾝﾃﾙ
GM965 Express

メモリ上限
標準１ＧB
最大 ４ＧＢ

標準２５６MB
最大 ２GB

ＬＣＤ １２．１インチ ←

約７５０cd/m2 約６００cd/m2

LEDバックライト（低温下でも即起動可能） ←

動作温度
動作保証あり　５～４５℃

（広温度範囲サポート時―２０～５０℃）
←

振動 動作保証あり ←

衝撃 動作保証あり ←

落下 動作保証なし ←

ＩＰ５５
さらにIP65準拠の試験をもクリアする実力

IP54
（動作保証あり）防塵防滴

項目

ケーブル接続時の防塵防滴有り(IP54)

ＳｈｉｅｌｄＰＲＯ

ＬＣＤ輝度

CPU高性能化

視認性向上

防塵防滴性強化

■参考資料 ＳｈｉｅｌｄＰＲＯ Ｎ２２Ａ 製品スペック
(1/2)
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Ｎ２２Ａ Ｎ２１Ｓ

ＨＤＤ 着脱容易、８０ＧＢ 着脱可能、６０ＧＢ

ｼﾘｺﾝﾃﾞｨｽｸ モデル有、３２ＧＢ モデル有、８ＧＢ

キーボード ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付ＫＢﾓﾃﾞﾙ、英語ＫＢﾓﾃﾞﾙ有 ←

カードスロット

ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ×１
ＴｙｐｅⅡｘ１

ExpressCard×１
（防塵防滴ｶﾊﾞｰあり＊）

ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ×１
ＴｙｐｅⅡｘ１

ＵＳＢ ３ （挿抜強化USB×１） ←

バッテリ駆動
時間　JAITA測定法

標準タイプ８ｈ
長時間タイプ１２ｈ

標準８ｈ

バッテリ充電
時間 電源ＯＦＦ時

標準タイプ４ｈ
長時間タイプ４ｈ

広温度範囲タイプ4.5ｈ
３ｈ

セキュリティ TPM、指紋認証、HDDパスワード等 ←

外形寸法(mm） 290 ｘ 255 ｘ 47 286 ｘ 256 ｘ 48

質量 約２．５kg ←

保守                    ６年 ←

無償保証 １年（登録後3年） ←

項目
ＳｈｉｅｌｄＰＲＯ

長時間駆動

連続運転可能

使い易く進化

＊オプション

■参考資料 ＳｈｉｅｌｄＰＲＯ Ｎ２２Ａ 製品スペック
(2/2)






