
実証。
真の堅牢性。

いつも、いつまでも、当たり前に動く。頼れる相棒がさらに進化した。
IP55による防塵、防水への対応、落下試験1000回クリア、フッ素コーティング＆アンダーフィル加工による内部構造の強化。使い続ける道具だからこそ、徹底した堅牢性を。

2112P1 00493960

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。
キヤノン ハンディターミナル ホームページ

●お求めは信用のある当社で●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●スキャナー使用時はレーザー光が目に入らないようご注意ください。

安全にお使いいただくために

2022年1月現在〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

EU RoHS指令に適合
欧州連合（EU）が実施する有害物質規制であるRoHS指令に適合しています。

■ 主な仕様

表示部

入力部

インター
フェース

電源

耐環境性

外形

セキュリティ
その他機能
開発環境

GT-3
AM3715 1GHz
Windows®  Embedded Compact 7＊1

512MB DDR-SDRAM、1GB＊2 FLASH DISK
SDカード＊3×1（SDHC対応、MAX16GB）
3.7型 半透過型TFTカラーLCD（バックライト付き）
480×640ドット（VGA）／240×320ドット（QVGA）
MSゴシック、MS明朝、メイリオ
JIS第1、第2、第3、第4水準漢字＊4、英数、カナ、記号、外字、特殊文字、NEC/IBM拡張文字フォント
LED×1、VGA⇔QVGA切替可能
感圧式タッチパネル、ノングレア処理
テンキー19、システムキー、ONキー、OFFキー、サイドキー2
テンキー部LED照光機能
IEEE802.11 a/b/g/n
Bluetooth®  Ver2.1 + EDR＊5

本体上部：IrDA通信 IrDA1.2準拠（最大115.2kbps）、自販機通信
本体下部：OC-7L通信（4Mbps）、IP-1

USB2.0ホスト・クライアント、Full Speed、microABコネクター
充電式リチウムイオン電池HB-401（2100mAh）
充電式ニッケル水素電池（15mAh）
約20時間＊6

IP55準拠
動作 -10～50℃、5～90%／保存 ‒20～60℃、5～95% ※結露なきこと

1.5mコンクリート落下（6面×5サイクル合計30回） 動作保障　
30cmコンクリート落下×1,000回 メモリー保証＊6

幅83（85）mm × 長さ180mm × 高さ29mm
約375g～
パスワード設定、独自カードフォーマット＆暗号化、セキュリティペンダントIP-1対応
スピーカ、バイブレーション機能
Visual Studio 2008＊7、専用SDK

使用素子
画面表示ドット数
表示フォント
表示文字種
その他
タッチパネル
キー
その他
無線LAN
Bluetooth®
赤外線

USB
主電池
副電池
運用時間
防水・防塵性能
動作温度・湿度

落下衝撃

寸法
質量

開発ソフト

機種名
CPU
OS
メモリー
補助記憶装置

製品名称 ＰＲea（プレア）

＊1 Windows Embedded Compact 7 は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。　＊2 一部管理領域を含みます。　
＊3 SDカードは、SD Associationの商標です。　＊4 JIS第3・第4水準漢字はメイリオのみ対応しておりますが、サロゲートペアにより表現される文字には対応しておりません。
＊5 Bluetoothはその権利者が所有している商標であり、キヤノン電子株式会社はライセンスに基づき使用しています。　＊6 当社規格試験による。　＊7 Visual Studioは、米
国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※その他記載されている製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
※記載された仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。仕様は2022年1月現在のものです。

■ システム構成図■ モデル表

バッテリーパック
HB-401

セキュリティペンダント
IP-1

オプションペン 
HP-20

高速チャージャー
CH-40Ⅱ

光コミュニケーション
ユニット OC-7L

集合充電器 BB-41

SDカード

GT-3

GT-3キャリングケース

■ オプション
光コミュニケーションユニット
OC-7L

バッテリーパック
HB-401

集合充電器
BB-41

高速チャージャー
CH-40Ⅱ

SDカード for HT セキュリティペンダント
IP-1

オプションペン
HP-20

GT-3キャリングケース

Bluetooth®＆無線LAN 1Dスキャナー

一体型オプション
製品型番

GT-3

GT-3L

●

●

ー

●



実証。
真の堅牢性。

いつも、いつまでも、当たり前に動く。頼れる相棒がさらに進化した。
IP55による防塵、防水への対応、落下試験1000回クリア、フッ素コーティング＆アンダーフィル加工による内部構造の強化。使い続ける道具だからこそ、徹底した堅牢性を。

2112P1 00493960

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。
キヤノン ハンディターミナル ホームページ

●お求めは信用のある当社で●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●スキャナー使用時はレーザー光が目に入らないようご注意ください。

安全にお使いいただくために

2022年1月現在〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

EU RoHS指令に適合
欧州連合（EU）が実施する有害物質規制であるRoHS指令に適合しています。

■ 主な仕様

表示部

入力部

インター
フェース

電源

耐環境性

外形

セキュリティ
その他機能
開発環境

GT-3
AM3715 1GHz
Windows®  Embedded Compact 7＊1

512MB DDR-SDRAM、1GB＊2 FLASH DISK
SDカード＊3×1（SDHC対応、MAX16GB）
3.7型 半透過型TFTカラーLCD（バックライト付き）
480×640ドット（VGA）／240×320ドット（QVGA）
MSゴシック、MS明朝、メイリオ
JIS第1、第2、第3、第4水準漢字＊4、英数、カナ、記号、外字、特殊文字、NEC/IBM拡張文字フォント
LED×1、VGA⇔QVGA切替可能
感圧式タッチパネル、ノングレア処理
テンキー19、システムキー、ONキー、OFFキー、サイドキー2
テンキー部LED照光機能
IEEE802.11 a/b/g/n
Bluetooth®  Ver2.1 + EDR＊5

本体上部：IrDA通信 IrDA1.2準拠（最大115.2kbps）、自販機通信
本体下部：OC-7L通信（4Mbps）、IP-1

USB2.0ホスト・クライアント、Full Speed、microABコネクター
充電式リチウムイオン電池HB-401（2100mAh）
充電式ニッケル水素電池（15mAh）
約20時間＊6

IP55準拠
動作 -10～50℃、5～90%／保存 ‒20～60℃、5～95% ※結露なきこと

1.5mコンクリート落下（6面×5サイクル合計30回） 動作保障　
30cmコンクリート落下×1,000回 メモリー保証＊6

幅83（85）mm × 長さ180mm × 高さ29mm
約375g～
パスワード設定、独自カードフォーマット＆暗号化、セキュリティペンダントIP-1対応
スピーカ、バイブレーション機能
Visual Studio 2008＊7、専用SDK

使用素子
画面表示ドット数
表示フォント
表示文字種
その他
タッチパネル
キー
その他
無線LAN
Bluetooth®
赤外線

USB
主電池
副電池
運用時間
防水・防塵性能
動作温度・湿度

落下衝撃

寸法
質量

開発ソフト

機種名
CPU
OS
メモリー
補助記憶装置

製品名称 ＰＲea（プレア）

＊1 Windows Embedded Compact 7 は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。　＊2 一部管理領域を含みます。　
＊3 SDカードは、SD Associationの商標です。　＊4 JIS第3・第4水準漢字はメイリオのみ対応しておりますが、サロゲートペアにより表現される文字には対応しておりません。
＊5 Bluetoothはその権利者が所有している商標であり、キヤノン電子株式会社はライセンスに基づき使用しています。　＊6 当社規格試験による。　＊7 Visual Studioは、米
国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※その他記載されている製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
※記載された仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。仕様は2022年1月現在のものです。

■ システム構成図■ モデル表

バッテリーパック
HB-401

セキュリティペンダント
IP-1

オプションペン 
HP-20

高速チャージャー
CH-40Ⅱ

光コミュニケーション
ユニット OC-7L

集合充電器 BB-41

SDカード

GT-3

GT-3キャリングケース

■ オプション
光コミュニケーションユニット
OC-7L

バッテリーパック
HB-401

集合充電器
BB-41

高速チャージャー
CH-40Ⅱ

SDカード for HT セキュリティペンダント
IP-1

オプションペン
HP-20

GT-3キャリングケース

Bluetooth®＆無線LAN 1Dスキャナー

一体型オプション
製品型番

GT-3

GT-3L

●

●

ー

●



堅 牢 性と耐 久 性に自信 強 固なセキュリティ 業務用モバイルプリンター（オプション）

長時間の屋外作業に心強さを。
IP55に準拠。

筐体樹脂素材の耐衝撃度が、前
モデルの約5倍に進化（当社仕様）。
コンクリート落下試験で1.5m、
30cmなら1000回の落下試験
をクリアしました。しゃがんだ時
に起こりがちな落下事故など、実
運用を見据えた安心設計です。

落下衝撃からデータを守る。
筐体樹脂素材の耐衝撃度が約5倍に。

部品の実装強度を高め、
内部の堅牢性も確保。

動作保証温度は－10～50℃、湿度は5～90％RH。寒
冷 地や炎 天 下 、高 温 多 湿の環 境など、日本 特 有の条 件
を気にすることなく、いつでもどこでも使えます。

動作温度は－10～50℃まで。
防水仕様で荒天時も安心。

使うほどに、頼もしい。より強く、使いやすくなったGT-3が 業務効率を“加速度的に”向上させます。

■手軽に持ち運べるコンパクト設計。
幅10cm、高さ10cm、奥行き53mmのコンパクト設計
に、重さ330gの軽量ボディー。検針や検満、ルート支援営
業時の帳票出力に最適な業務用モバイルプリンターです。

■無線でプリントできるBluetooth®／赤外線対応。
Bluetooth®、赤外線、USBの3つのインターフェースを内蔵。
無指向性のBluetooth®では、離れた位置（約5m）からの印
刷が可能です。得意先での伝票など
の出力が一 段と快 適に行えます。

大事なデータを堅守する
高度なセキュリティ機能。

電 気・ガス・水 道 業 界 に優 れた 実 績 を誇る
キヤノン ハンディターミナル。検針・検満業務に
加え、訪問しての滞納清算業務にも活躍します。

検針・検満・滞納清算
ルート業務をサポートする自販機通信に対応。
自販機データを瞬時に読み取り、納品書もモバ
イルプリンターでその場で発行。担当者の負担を
軽減し、より多くの自販機管理が可能になります。

飲料販売などの
ルート支援営業

グリップは手になじみ、持ちやすいよう柔らかな
シェイプに。ケースからも出し入れしやすい凹凸
のないシンプルな形状です。

レーザースキャナーをラインナップ。キーを押す
だけで手軽にスキャンすることができ、読み取り
も正確です。

グリップは持ちやすさを高めつつ、
ケースの出し入れにも配慮

用途に合わせて、モデル選択が可能。
■スキャナー付きモデル

コネクターの度重なる“こじり”に対して組み込み口
の耐性を強化。長期間の利用に適した設計です。

耐“こじり”対策としてコネクター強度をアップ

トリガーの位置を従来機より下に下げることで
通常と同じ持ち方で操作でき、持ち変える必要
がありません。

押しやすいトリガー位置

半透過型で明るく、バックライトも付いた大きな
カラー液晶を搭載。ノングレア処理を施すこと
で太陽の光の下でも映り込みを抑え、視認性を
高めます。

3.7型 半透過型TFTカラー液晶

手袋をしたままでも入力しやすい、凸状の大きな
テンキーを採用。入力ミスを防ぎます。

押しやすく大きなテンキー

例えばこんな業 務にポテンシャルを発 揮します。●アンダーフィル加工

ハンダ
アンダーフィル樹脂

基板

チップ

チップの実装強度を高めるため
ハンダ 付 けした 上 にアンダー
フィル樹脂で補強。基板全体に
は 湿 気 などによる基 板 腐 食を
防止するフッ素コーティングを
施しました。

汚れの目立たないコールグレイのコンパクトボディに、持ちやすさを重 視したシンプルなデザインを採用。
「本体を保持したまま押す」という動作をストレスなく最大限にサポートします。

寸法：83（85）［W］×180［L］×29［H］mm　
質量：約375g～

動作湿度
5～90％

動作温度
-10～50℃

大容量バッテリーを採用し約20時間という長時間運用
が可能に。1日単位の使用なら電池切れの心配はありま
せん。メインバッテリーが 切れてもサブバッテリーで約
30分間サスペンド状態を保持し続けますので、安心して
使うことができます。

動作時間は約20時間＊。
さらにサブ電池が約30分メモリーを保持。

G T - 1との互 換 性
VGA⇔QVGAを切替可能。
従来の画面で操作可能。
高速CPUにより基本性能をアップさせつつ、従来機GT-1と
同様VGAをサポートすることで、画面変更なくアプリケー
ションの移植が可能。これまでと同じ画面で使えるので新し
い操作を覚える必要はありません。入出力環境も同じです。

製品サイクルが短いスマートフォン型端
末に対し、G T- 3は販 売 、サポート期 間
が長く、また販売終了後でも7年の間は
部 品を保 持し続けますので、長 期にわ
たって安心してご利用いただけます。

サポートが長い。
だから長く使い続けられる。

■バッテリーは
　GT-3と同じHB-401。

コンクリート落下

1.5m
動作保障

コンクリート落下

30cm
メモリー保証

（　　 ）

（ 　　 ）

6面×
5サイクル

1000回

あらゆる方向からの噴流水に耐える防噴流形を採用し、水
による故障リスクを低減。またチリやホコリの侵入も極力
防ぎ、悪天候、悪条件下の作業を力強くサポートします。

すばやい帳 票 類 発 行で、
業 務をさらに効 率 化 。

＊ 当社規格試験による。

万一の紛失や盗難時にも機密情報の漏えいを抑制。OS
レベルのパスワード管理、アクセスログ管理、各種カード
や内蔵フラッシュメモリーへの独自フォーマット＆暗号
化、またオプションでセキュリティペンダントIP-1による
赤外線個人認証にも対応しています。

GT-3と同じバッテリーを使って
いるため、充電器などのオプション
を共有することができます。

■雨にも強い優れた耐環境性能。
■幅広80mmの高速印字。
■単票印刷にも対応。

※IP55とは、JIS C 0920で定められた防塵・防水規格です。破損や故障を生じないことを保証するものではありません。
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カラー液晶を搭載。ノングレア処理を施すこと
で太陽の光の下でも映り込みを抑え、視認性を
高めます。

3.7型 半透過型TFTカラー液晶

手袋をしたままでも入力しやすい、凸状の大きな
テンキーを採用。入力ミスを防ぎます。

押しやすく大きなテンキー

例えばこんな業 務にポテンシャルを発 揮します。●アンダーフィル加工

ハンダ
アンダーフィル樹脂

基板

チップ

チップの実装強度を高めるため
ハンダ 付 けした 上 にアンダー
フィル樹脂で補強。基板全体に
は 湿 気 などによる基 板 腐 食を
防止するフッ素コーティングを
施しました。

汚れの目立たないコールグレイのコンパクトボディに、持ちやすさを重 視したシンプルなデザインを採用。
「本体を保持したまま押す」という動作をストレスなく最大限にサポートします。

寸法：83（85）［W］×180［L］×29［H］mm　
質量：約375g～

動作湿度
5～90％

動作温度
-10～50℃

大容量バッテリーを採用し約20時間という長時間運用
が可能に。1日単位の使用なら電池切れの心配はありま
せん。メインバッテリーが 切れてもサブバッテリーで約
30分間サスペンド状態を保持し続けますので、安心して
使うことができます。

動作時間は約20時間＊。
さらにサブ電池が約30分メモリーを保持。

G T - 1との互 換 性
VGA⇔QVGAを切替可能。
従来の画面で操作可能。
高速CPUにより基本性能をアップさせつつ、従来機GT-1と
同様VGAをサポートすることで、画面変更なくアプリケー
ションの移植が可能。これまでと同じ画面で使えるので新し
い操作を覚える必要はありません。入出力環境も同じです。

製品サイクルが短いスマートフォン型端
末に対し、G T- 3は販 売 、サポート期 間
が長く、また販売終了後でも7年の間は
部 品を保 持し続けますので、長 期にわ
たって安心してご利用いただけます。

サポートが長い。
だから長く使い続けられる。

■バッテリーは
　GT-3と同じHB-401。

コンクリート落下

1.5m
動作保障

コンクリート落下

30cm
メモリー保証

（　　 ）

（ 　　 ）

6面×
5サイクル

1000回

あらゆる方向からの噴流水に耐える防噴流形を採用し、水
による故障リスクを低減。またチリやホコリの侵入も極力
防ぎ、悪天候、悪条件下の作業を力強くサポートします。

すばやい帳 票 類 発 行で、
業 務をさらに効 率 化 。

＊ 当社規格試験による。

万一の紛失や盗難時にも機密情報の漏えいを抑制。OS
レベルのパスワード管理、アクセスログ管理、各種カード
や内蔵フラッシュメモリーへの独自フォーマット＆暗号
化、またオプションでセキュリティペンダントIP-1による
赤外線個人認証にも対応しています。

GT-3と同じバッテリーを使って
いるため、充電器などのオプション
を共有することができます。

■雨にも強い優れた耐環境性能。
■幅広80mmの高速印字。
■単票印刷にも対応。

※IP55とは、JIS C 0920で定められた防塵・防水規格です。破損や故障を生じないことを保証するものではありません。
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実証。
真の堅牢性。

いつも、いつまでも、当たり前に動く。頼れる相棒がさらに進化した。
IP55による防塵、防水への対応、落下試験1000回クリア、フッ素コーティング＆アンダーフィル加工による内部構造の強化。使い続ける道具だからこそ、徹底した堅牢性を。

2112P1 00493960

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。
キヤノン ハンディターミナル ホームページ

●お求めは信用のある当社で●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●スキャナー使用時はレーザー光が目に入らないようご注意ください。

安全にお使いいただくために

2022年1月現在〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

EU RoHS指令に適合
欧州連合（EU）が実施する有害物質規制であるRoHS指令に適合しています。

■ 主な仕様

表示部

入力部

インター
フェース

電源

耐環境性

外形

セキュリティ
その他機能
開発環境

GT-3
AM3715 1GHz
Windows®  Embedded Compact 7＊1

512MB DDR-SDRAM、1GB＊2 FLASH DISK
SDカード＊3×1（SDHC対応、MAX16GB）
3.7型 半透過型TFTカラーLCD（バックライト付き）
480×640ドット（VGA）／240×320ドット（QVGA）
MSゴシック、MS明朝、メイリオ
JIS第1、第2、第3、第4水準漢字＊4、英数、カナ、記号、外字、特殊文字、NEC/IBM拡張文字フォント
LED×1、VGA⇔QVGA切替可能
感圧式タッチパネル、ノングレア処理
テンキー19、システムキー、ONキー、OFFキー、サイドキー2
テンキー部LED照光機能
IEEE802.11 a/b/g/n
Bluetooth®  Ver2.1 + EDR＊5

本体上部：IrDA通信 IrDA1.2準拠（最大115.2kbps）、自販機通信
本体下部：OC-7L通信（4Mbps）、IP-1

USB2.0ホスト・クライアント、Full Speed、microABコネクター
充電式リチウムイオン電池HB-401（2100mAh）
充電式ニッケル水素電池（15mAh）
約20時間＊6

IP55準拠
動作 -10～50℃、5～90%／保存 ‒20～60℃、5～95% ※結露なきこと

1.5mコンクリート落下（6面×5サイクル合計30回） 動作保障　
30cmコンクリート落下×1,000回 メモリー保証＊6

幅83（85）mm × 長さ180mm × 高さ29mm
約375g～
パスワード設定、独自カードフォーマット＆暗号化、セキュリティペンダントIP-1対応
スピーカ、バイブレーション機能
Visual Studio 2008＊7、専用SDK

使用素子
画面表示ドット数
表示フォント
表示文字種
その他
タッチパネル
キー
その他
無線LAN
Bluetooth®
赤外線

USB
主電池
副電池
運用時間
防水・防塵性能
動作温度・湿度

落下衝撃

寸法
質量

開発ソフト

機種名
CPU
OS
メモリー
補助記憶装置

製品名称 ＰＲea（プレア）

＊1 Windows Embedded Compact 7 は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。　＊2 一部管理領域を含みます。　
＊3 SDカードは、SD Associationの商標です。　＊4 JIS第3・第4水準漢字はメイリオのみ対応しておりますが、サロゲートペアにより表現される文字には対応しておりません。
＊5 Bluetoothはその権利者が所有している商標であり、キヤノン電子株式会社はライセンスに基づき使用しています。　＊6 当社規格試験による。　＊7 Visual Studioは、米
国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※その他記載されている製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
※記載された仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。仕様は2022年1月現在のものです。

■ システム構成図■ モデル表

バッテリーパック
HB-401

セキュリティペンダント
IP-1

オプションペン 
HP-20

高速チャージャー
CH-40Ⅱ

光コミュニケーション
ユニット OC-7L

集合充電器 BB-41

SDカード

GT-3

GT-3キャリングケース

■ オプション
光コミュニケーションユニット
OC-7L

バッテリーパック
HB-401

集合充電器
BB-41

高速チャージャー
CH-40Ⅱ

SDカード for HT セキュリティペンダント
IP-1

オプションペン
HP-20

GT-3キャリングケース

Bluetooth®＆無線LAN 1Dスキャナー

一体型オプション
製品型番

GT-3

GT-3L
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