
4 インチ 業務向けハンドヘルドターミナル
HT730 (29 キー /38 キー )

≪ 29 キー≫ ≪ 38 キー >

クイックスタートガイド
608899G V2.0

パッケージ
以下の内容物がHT730梱包箱に⼊っていることを確認してください。 
⾜りないものや破損しているものがある場合は、ご購⼊いただいた販
売店またはユニテックの担当者にお問い合わせください。

基本パッケージ内容

　■ HT730 本体、バンパー付き
　■ バッテリ 3.7V 6700mAh
　■ ハンドストラップ
　■ クイックスタートガイド ( 本書 )
　■ ユーザ登録カード、保証書

オプションアクセサリ

　■ バッテリ 3.7V 6700mAh (PN#1400-900061G)
　■ ハンドストラップ (PN#608909G)
　■ USB 3.0 タイプ -C ケーブル (PN#1550-905908G)
　■ 電源アダプタ (PN#1010-900061G)
　■ 1 スロット充電クレードル (PN#5000-900086G)
　■ 1 スロット Ethernet クレードル (PN#5000-900087G)
　■ 1 スロット USB・充電クレードル (PN# 5000-900090G)
　■ ディスプレィポートクレードル (PN#5000-900088G)
　■ ガラススクリーンプロテクター (PN#401609G)
　■ スタイラス、コイルストラップ付き (PN# 1979-900003G)
　■ ガングリップ (PN# 5500-900096G)
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1　スキャナウィンドウ
2　13MP フロントカメラ
3　フラッシュライト
4　液晶ディスプレイ
5　LED インジケーター
6　受話器
7　光 & 近接センサー
8　スキャンボタン ( 左 )
9　スキャンボタン ( 右 )
10　スキャンボタン ( 中央 )
11　29/38 キーパッド

12　USB タイプ -C ポート
13　POGO ピン
14　ストラップ・ホール
15　NFC アンテナ位置
16　スピーカー
17　バッテリカバー・リリースラッチ
18　バッテリカバー
19　MicroSD/HC/XC スロット
20　Nano SIM スロット 1
21　Nano SIM スロット 2

キーパッド

≪ 29 キー≫ ≪ 38 キー≫

より詳細な製品情報は、HT730 の製品ページをご覧ください。
https://www.ute.com/jp/products/detail/1158

https://www.ute.com/jp/products/detail/1158


バッテリーとバッテリーカバーの取り付け
1.  バッテリーの接点とバッテリーボックス内の接点が揃っていることを確認し、ス

ライドさせながら、バッテリーをバッテリーボックスに挿⼊します。
2.  それぞれの接点を揃えたら、バッテリーをバッテリーボックス内に収めます。

3.  バッテリーカバーの下側のツメを、ボトムカバーの穴に差し込むようにスライド
させながら挿⼊します。

4.   バッテリーカバーのツメとボトムカバーの穴がしっかり揃ったら、バッテリカ
バーを閉じます。このとき、プルタブが、中でよれたり、カバーの外に出ないよ
うに注意してください。

5.  バッテリカバーを押えながら、バッテリーカバーリリースラッチをロック側 ( )
にスライドします。

バッテリーとバッテリカバーの取り外し
1. バッテリーカバーリリースラッチをアンロック側 ( ) にスライドします。
2.  バッテリーカバー上方のくぼみを掴んで上に引き上げながら取り外します。

3. バッテリーボックス内のプルタブを引いてバッテリーを取り外します。

LED ステータスのチェック

LED 説明
赤色  ■ バッテリ充電中です。

 ■ バッテリ残量が 15% 以下まで低下しています。
 ■  充電開始時に点滅しているときは、バッテリが装着されていないか、
バッテリがうまく装着されていないことを示します。

緑色  ■ バッテリ充電完了しました。
 ■ バーコードの読取りに成功しました。

青色  ■ 通知メッセージあります。( スリープ中 )
 ■ 青色代替文字へのアクセスが有効化されています。( 起動中 )

黄色  ■ 黄色代替文字へのアクセスが有効化されています。( 起動中 )
バッテリが外されている場合、LED( 赤と緑 ) は点灯しません。

バッテリーの充電
初めてご利用になるときは、約 24 時間充電する必要があります。通常の使用では、
HT730 をオプションの USB Type-C ケーブルと AC 電源アダプタで 2.5 時間以内
にフル充電することができます。クレードルでフル充電するには約4時間かかります。

USB Type-C ケーブルを HT730 の USB ポートに接続し、USB ケーブルのもう一方
の端を AC 電源アダプタに接続してコンセントに差し込みます。

HT730 の充電 LED インジケータは、充電状態になると赤くなります。 バッテリが
完全に充電されると、緑色のライトが点灯します。

オプションの充電クレードルや 4 スロットクレードルを使用して本体のバッテリを
充電することも出来ます。充電の状態は、本体の LED ランプや画面表示で確認して
ください。

Micro SD カードの使い方
HT730 は、バッテリーボックス内に Micro SD と 2 つの Nano SIM カードスロッ
トを備えています。

Micro SD カードまたは Nano SIM カードを挿⼊または取り外す前にターミナルの
電源を切ってください。

1. スロットカバーを矢印の方向に軽くスライドさせ、カバーのロックを解除します。
2. ロックを解除したらスロットカバーを軽く上に引き上げます。
3. Micro SD カードをスロットの形に合わせて配置します。
4. Micro SD カードを押えながらスロットカバーを元の位置に戻します。
5. スロットカバーを矢印の方向に軽くスライドさせ、カバーをロックします。
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警告 !　 バッテリーの取り扱いを誤ると、火災や火傷の危険があります。バッテリー
パックを分解したり、押しつぶしたり、穴を開けたり、外部接点を短くした
り、火や水に投棄したりしないでください。バッテリーを開けたり、修理し
たりしないでください。お住まいの地域のリサイクルガイドラインに従って、
使用済みバッテリーを廃棄してください。

注意 !　 バッテリーを取り付けた後、バッテリーカバーがしっかりと閉じていること
を確認してください。

注意 !　 デバイスが正しく動作することを保証するために、すべてのコネクタを確認
してください。ほこり、グリース、泥、水などの内部にある物質を除去して
ください。これを怠ると、デバイスが通信できなくなったり、短絡したり、
過熱したりする可能性があります。

注意 !　 コネクタが破損している場合は、短絡の原因とならないように、デバイスを
使用する前にコネクタが完全に修理されていることを確認してください。

注意 !　 HT730 は、3G/4G LTE の国内認証を取得しておりません。SIM カードを
使用したモバイル通信を行うと、電波法によって罰せられます。モバイル通
信について、ご興味がある場合は、ユニテック・ジャパンの担当者 (info@
jp.ute.com) へご相談ください。
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