
未来を

その手の中に。

原寸大 ※画像はイメージです。



指先ひ指先ひとつで画面つで画面のロック解除が簡単にできる
指紋センサー搭載 !

ハイスペック防水タブスペック防水タブレットの誕生でトの誕生です。

AndroidTMタブレットに指紋センサーを搭載し、

お風呂やキッチンなどで使える防水機能（IPX5/7＊）にも対応しました。

さらに富士通のパソコンFMVをお使いなら、データのやり取りだって簡単に。

FMVで録画したテレビ番組も気軽に持ち出して楽しめます。

さぁ、これからは場所を選ばずにいつでもどこでもARROWS Tab Wi-Fiを。

※画像はイメージです。



＊ご使用の際はキャップ（外部接続端子カバー）が確実に閉じているかご確認ください。防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換が必要となります（有料）。防水性能に関してのご注意は、P10をご覧ください。

指紋センサー・防水など
基本性能が充実。

あらゆるシーンで大活躍

使い勝手を追求した

3つの機能
FMVや、さまざまな周辺機器と

バッチリ連携。
楽しみがさらに広がる

慣れたやり方で。
使いやすさを重視した

多彩な文字入力方式を搭載

※画像はイメージです。



1

最最先端の端の技術を凝縮凝縮して、
抜群の使い勝手にたどり着きました。

＊1 防水性能に関してのご注意は、P10をご覧ください。

防水対応＊1だから、
水を気にせず快適に使用できる！

ハンドジェスチャーコントロール機能で、触れずに操作！

「BooksV（ブックスブイ）」を使えば、
お風呂で読書も！

お風呂でのワンセグ視聴の時も
濡れた手のまま操作OK！

レシピページのスクロールも
手を洗わずにジェスチャー操作！

これからは、水まわりでタブレットを使いたい時
だって安心。本体が濡れることを気にせずにタ
ブレットを使用できます。お風呂やキッチンな
ど、お好きな場所でお使いください。

富士通の電子書籍サービス「BooksV」なら、人気
コミック、小説、ビジネス誌など国内最大規模を
誇る35万点以上の品揃え。お好きな場所で新し
い読書スタイルが気軽に楽しめます。

餃子やハンバーグを作っている最中も、スムーズな操作を。内蔵のカメラが手の動き（ジェス
チャー）を自動検出。直接画面に手を触れずに本体を操作することができます。

＊

こ
だ
ブ
ど

お風呂でお風呂でも、キッチ、キッチンでも、
“水に強い”タブレットが欲しかった。“水に強い”タブレットが欲しかった。

※画像はイメージです。

「Happiness is : スヌーピーと幸せのブランケット［日本語版］」 チャールズ M.シュルツ/著
©2011 Peanuts Wor ldwide LLC/テレビ東京ブロードバンド株式会社



デュアルコアCPUで驚きの高速処理を実現！

サクサクタッチパネル®で思い通りの動きを！

タブレットの頭脳であるCPUには、高速・高性能デュアルコアCPU
「OMAP4」（1GHz）を搭載。これにより驚きの処理性能を発揮し
ます。動画コンテンツの視聴でも、本格ゲームアプリでも、ビジネ
スファイルでも、ストレスフリーの操作性をお楽しみください。

富士通独自の「サクサクタッチパネル®」で高速レスポンスを実現。10.1インチの大画面上
で、かつてない快適な操作が可能です。インターネットアプリも自由自在。タッチパネル
には特殊表面処理「スーパーグライドコーティング」を施し、滑るようなタッチ操作が
実現します。

指をスライドするだけで画面ロック解除！

指紋でIDとパスワードを一元管理！

指紋センサーがついているので、画面ロックを解除する
時は、指先ひとつでOK。軽くスライドすれば指紋を読み
取り、ユーザーであることを認識してくれます。

＊2 ステレオヘッドホン接続時のみご利用になれます。ステレオヘッド
ホンは付属しておりません。別途市販の製品をご用意願います。ご使
用のステレオヘッドホンによって効果は異なります。また、内蔵スピー
カーからの出力は5.1chとなりません。

お気に入りの音楽やコンテンツを、臨場感
あふれる立体的なサウンドで。正面の2つの
スピーカーによるクリアでダイナミックな音は
もちろん、「ドルビー®モバイルv3」搭載でホーム
シアターに相当する5.1chサラ
ウンド＊2を実現します。卓上
ホルダを使えば、充電しなが
らの視聴も可能です。

2つのスピーカーが正面にあるから音がいい！

ID（アカウント）やパスワードなどの認証情報を登録しておけば、指紋ひとつで登録した
内容を引用できるので、とても便利です。

サクサク動くから、操作サクサク動くから、操作もぐーんともぐーんとラクになラクになった。た。 ロック解除やパスワード管理だって簡単。これは便利ですね。ロック解除やパスワード管理だって簡単。これは便利ですね。

いい音に包まれると、いつでもコンサート気分に浸れそう。いい音に包まれると、いつでもコンサート気分に浸れそう。

※画像はイメージです。



大容量データもスムーズに受け渡し

USB接続HDD

デジタルカメラ

USBメモリ

どどこにいる時でも楽しんでいたい。
そんなわがままにも余裕でお応えします。

友だちだちと一緒に、動画や写真を楽しむ時間が増えたんだ。と一緒に、動画や写真を楽しむ時間が増えたんだ。

USB機器と接続＊4すれば大容量データの転送もラクラク！

F - L I N Kならデータのやり取りもワイヤレスで簡単に！

＊1 パソコン用F-LINKソフトは富士通FMV L IFEBOOK /ESPRIMO 11年夏モデル以降［一部除く］はインストール済。その他のパソコン
で使用する際は、F- L INKソフトをインストールする必要がございます。F- L INKソフトにつきましては、富士通製品情報ページFM 
WORLDにて提供中。F-LINKソフトは、Windows V ista®/Windows®7に対応。＊2 著作権保護データは除く。

W i - F i接続で、パソコンなど＊1に保存した動画や写真などのデータが
やり取りできる「F- L INK」に対応。大容量のムービーも、ワイヤレスで
スムーズに受け渡しできます。ケーブル接続などのわずらわしさは、
もうありません。

USBでデジタルカメラ＊5と接続すれば、撮影画像を大画面でプレビュー可能。また本体に
USBメモリ＊6やUSB接続HDD＊6を接続して、データのバックアップやパソコンとのデータ
受け渡しもできます。キーボード＊7やマウスをつなげれば、デスクトップパソコンのように
使えます。
＊4  USB機器の接続には市販の変換アダプタが必要となります。なお、すべてのUSB機器との接続を保証するものではありません。＊5 マススト
レージクラス機能搭載のデジタルカメラに対応。＊6 外部ストレージはFAT16またはFAT32フォーマット機器に対応。また、USB接続HDDはAC電
源接続での運用を推奨します。＊7 101キーまたは102キーのキーボードに対応。 

＊3 ケータイ書き出し機能対応モデルに限る。

最新のテレビ機能付FMVの録画番組をどこでも持ち歩ける！

FMV＊3とmicroSDカードを使って簡単に録画
番組転送ができます。録画時に持ち出し用
データも同時に作成しているので、本体へ
のデータ移動も時間がかかりません。

通勤途中通勤途中に、録りためておいたドラマを観ることができた。、録りためておいたドラマを観ることができた。

※画像はイメージです。※画像はイメージです。※画像はイメージです。

 動画・静止画・
Of f  i c eドキュメントなど＊2



寝室も寝室も、お風呂もお風呂も、台所も台所も、うちでは立派なホームシアターうちでは立派なホームシアターだ。

Wi-Fi接続

ブルーレイレコーダー Wi-Fiルーター

＊8 対応機器については富士通製品情報ページFMWORLDに掲載予定です。＊9 著作権保護技術DTCP-IPに対応したDLNAサーバーに録画・
保存された地デジ番組が対象となります。地デジ番組の再生はDiXiM Playerを使用してください。すべてのDLNA対応機器との連携を保証する
ものではありません。なお、コンテンツによっては再生できない場合があります。また、地デジ番組のストリーミング視聴時は、IEEE802.11nでの
接続を推奨します。※本装置とDLNA対応機器の間に金属面のあるドア、家具やコンクリート壁等の障害がある時、または周囲の電波状況（電
子レンジ、コードレスホン等の2.4GHz周波数帯使用機器をご利用になった場合等）により、映像が乱れる場合があります。 ＊10 「ワンセグ」サービスの詳細につきましては、

社団法人デジタル放送推進協会のホームページ
（ht tp : //www.dpa . o r . j p /）などでご確認くださ
い。NHKの受信料については、NHKにお問い合わ
せください。ワンセグ放送は、利用環境によってノ
イズが入ったり、受信できない場合があります。
＊11 画像フレーム補間機能には株式会社モルフォ
のFrameSo l id®を採用しています。FrameSo l id®
は株式会社モルフォの登録商標です。

DLNAに対応しているブルーレイレコーダー＊8などと連携して、録画した
地デジ番組＊9をハイビジョン（HD）画質でストリーミング再生できます。
例えば、ブルーレイレコーダーを接続したリビングのテレビでほかの
番組を視聴中でも、レコーダー内の録画番組が視聴可能に。これさえ
あれば、家中どこでもハイビジョン動画が楽しめます。

DTCP-IP

外出先でも、テレビが楽しめるんです。外出先でも、テレビが楽しめるんです。

DLNA連携で家中どこでもハイビジョン動画シアターに！

いつでもどこでもテレビが楽しめるワンセグチューナーを搭載しました。毎秒15フレームの
映像を30フレームにするフレーム補間技術「なめらか表示機能＊11」によって、 自然でなめ
らかなワンセグ放送が視聴可能
です。気になるニュースやスポーツ
番組から、観たかったバラエティ
番組まで、外出先などでも手軽に
楽しめます。

 ワンセグチューナー＊10、ついにタブレット端末の中へ！ 

観たい映画も簡単に観たい映画も簡単にすぐすぐ観られるんです。観られるんです。

　 TSUTAYA TV
TSUTAYA TVは、ハリウッドメジャー映画６スタジオの新作映画やTVシリーズを中心に、
ダウンロードレンタルをご提供するAndroidTM向けアプリです。

　 ひかりTVどこでも
アニメ・ドラマ・映画など、ひかりＴＶのビデオ作品がアプリでも！ダウンロードの手間なく、
いつでもどこでもお楽しみいただけます。（2012年2月サービス開始予定）

詳しくはこちらをご覧ください。 ▶ http://www.hikaritv.net/point/smartphone/

動画配信ソフトも充実！ 

浴室でも

キッチン
でも

寝室でも

リビングで
録画した
番組を…

LIVE

※画像はイメージです。



文字入力も、あなたのお好みに合わせて。文字入力も、あなたのお好みに合わせて。

富士通独自の手書き文字認識エンジンによって、広い文字入力
エリアと驚きの認識スピードで、サクサク文章が打てるように
なりました。タブレット文字入力の新スタンダードです。

見た目にもわかりやすい50音順だか
ら、キーボードに不慣れな方や、お子
さまでも簡単に文字を入力できます。

高性能日本語入力システム「ATOK」を搭載。

走り書き文字も瞬時に変換！

※テンキー入力イメージ

喜

携帯電話のテンキーを活かした入力
方式です。利き手に合わせてテンキー
の位置を入れ替えることができます。

テンキーを両手で同時入力。右手と
左手を使い分ければ、超高速入力が
可能です。

立っている時でも、快適に打てるから便利だな。立っている時でも、快適に打てるから便利だな。 文字打ちが苦手な私でも、これなら気軽に入力できます。文字打ちが苦手な私でも、これなら気軽に入力できます。

パソコン標準のキーボード配列も利用可能。大きなキートップ表示だから、誰で
も快適に入力できます。また、キーボード配列を左右に分割すれば、両手持ち時
に最適なキーレイアウトに。さらに同時に手書き入力も行えます。

キーボードを分割してスムーズに入力！

長文だってスラスラと打てるからありがたい。長文だってスラスラと打てるからありがたい。

テンキー入力 高速両手打ち入力

QWER T Yキー入力

手書き文字入力 簡単50音入力

※画像はイメージです。



いいますぐ使えるアプリが満載。文字入力も、あなたのお好みに合わせて。

Adobe Reader
BLOGOS
BooksV
DiXiM Player
DiXiM Server
Document Viewer
Evernote
F-LINK

朝日新聞電子版
あたまのよくなるゲームランド
ウルトラ統合検索
サポート情報
じゃらん
スケジュールストリートHD
タスクマネージャ
テレビ

できたよカレンダーウィジェット
時計ウィジェット
入浴カウンターウィジェット
付箋ウィジェット

お天気ウィジェット
キッチンタイマーウィジェット
時間割ウィジェット
静止画ウィジェット

立っている時でも、快適に打てるから便利だな。 文字打ちが苦手な私でも、これなら気軽に入力できます。

Audio & Visual ウォータープルーフ

ロハス ステーショナリー

長文だってスラスラと打てるからありがたい。

音声や動画に対応した本格マルチメディア辞書を搭載。広辞苑やリーダーズ英和辞典など、
ハイエンド電子辞書専用機と同等の本格辞書が利用できます。

壁紙やアプリ、ウィジェットなど、用途や利用シーンに適した組み
合わせを「スタイル」として6種類プリインストール。使い勝手や気
分に合わせて簡単に切り替えできます。

広辞苑 第六版 DVD-ROM版
+6分野別検索
　慣用句・漢字・人名・
　地名・作品名・季語
リーダーズ英和辞典 第2版
新和英中辞典 第5版
現代用語の基礎知識 2011年版
新漢語林MX
みんなで国語辞典② あふれる新語

KY式日本語
問題な日本語
築地魚河岸ことばの話
家庭医学館
角川類語新辞典
デイリー日仏英・仏日英辞典
デイリー日独英・独日英辞典
デイリー日中英・中日英辞典
デイリー日西英・西日英辞典

デイリー日伊英・伊日英辞典
デイリー日韓英・韓日英辞典
デイリー日仏英3か国語会話辞典
デイリー日独英3か国語会話辞典
デイリー日中英3か国語会話辞典
デイリー日韓英3か国語会話辞典
デイリー日伊英3か国語会話辞典
デイリー日西英3か国語会話辞典

ニッセンスマートカタログ
パスワードマネージャー
ひかりTVどこでも（2012年2月サービス開始予定）
ホーム画面切替
ホットペッパー グルメ
ホットペッパー ビューティー
楽天レシピ

Gmail
Google検索
Latitude
YouTube
音楽
音声検索

音声レコーダー
カメラ
カレンダー
ギャラリー
設定
ダウンロード

電卓
トーク
時計
ナビ
ブラウザ
プレイス

マーケット
マップ
メール
連絡先

29辞書＋6分野別検索

富士通モバイル統合辞書+スタイル変更

その他のオリジナルアプリ

ウィジェット And r o i d TM標準アプリ

富士通モバイル統合辞書+スタイル変更

たくさんのアプリが入っているたくさんのアプリが入っているのでので、買ったその日から重宝します。、買ったその日から重宝します。

キッズ Honeycomb

辞典など、

ー日伊英・伊日英辞典
ー日韓英・韓日英辞典

※画像はイメージです。

F media2U
GREE
KS f ilemanager
NX!input
Sprite Backup
SugarSync
TSUTAYA TV
＠nif tyの光ファイバー回線



主な仕様

＊2 ご使用の環境により異なる場合がございます。 ＊3 外部メモリはすべての動作を保証するものではありません。＊4 ワンセグの
音声は、SCMS-T方式の著作権保護に対応しているA2DP対応Bluetooth機器でのみ再生できます。※本製品の価格はオープン価格
です。 ※2011年12月時点の仕様です。実際の商品と仕様が異なる場合があります。 

品名 
型名 
サイズ（W×H×D） 
重量

外部スロット 
B lue too th＊4

W i - F i
FLASH
ワンセグ
音楽再生
動画再生
DLNA
文字入力FEP

本体付属品

ARROWS  Tab  W i - F i 
FAR75A 　　　　　　　　　　 FAR70A

262×181×11.3mm
約 599g
約10時間
約83時間
約2,900時間

10 .1インチ　WXGA  （1280×800  do t）
静電 /  10指 マルチタッチ対応

510万画素 CMOS
130万画素 CMOS

OMAP4430  Dua l  Co re  1 . 0GHz 
RAM 1GB/FLASH  ROM 32GB RAM 1GB/FLASH  ROM 16GB

Andro id  3 . 2
IPX  5 /7
○
○
○
○
○

microUSB、φ3.5mmステレオヘッドホン、microSDカード＊3

2.1+EDR （HDP、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP）
IEEE  802 .11  b /g /n
FLASH  PLAYER  10 .3

○
AAC、AAC+、enhanced AAC+、MP3、MIDI、WMA9、PCM/WAVE

H .263、H.264、MPEG4-SP、WMV9
DTCP- IP対応
ATOK

取扱説明書/ACアダプタ/
卓上ホルダ/PC接続用USBケーブル

主要性能

品名 
ACアダプタセット 
卓上ホルダ 

型名
FAR-AC101
FAR-CR101

価格
オープン価格
オープン価格

オプション品

Interface

照度センサー

GPSアンテナ部＊1

Bluetooth/Wi-Fiアンテナ部＊1

ステレオイヤホン
端子（防水）

外部接続端子

microSD
カードスロット

指紋センサー

＊1 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

ワンセグアンテナ部＊1ランプ

音量ボタン

OUTカメラ

電源キー

INカメラ

充電端子

フロントステレオ
スピーカー

ディスプレイ
（タッチパネル）

マイク

FRONT

S I DEBACK

※画像はイメージです。

液晶 　

カメラ 　

センサー

動画再生時
音楽再生時
スタンバイ時
サイズ / 解像度
タッチパネル
OUT
IN

GPS
加速度センサー
地磁気センサー
照度センサー
指紋センサー

CPU 
メモリ 
OS 
防水

連続使用時間＊2



① 2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
② FH：変調方式がFH-SS方式であることを示します。
③ 1：想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
④ 　　　　　  ：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、
　かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

① 2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
② DS/OF：変調方式がDS-SS方式、OFDM方式であることを示します。
③ 4：想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
④ 　　　　　  ：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、 
　かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
　＊航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。
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［ご使用にあたっての重要事項］ 防水性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。
●ご使用の際はキャップ（外部接続端子カバー）が確実に閉じているかご確認ください。●防水性能を維持する為、異常の有無にかかわらず
2年に1回部品の交換が必要となります。（有料）●IPX5とは、 内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低３分
間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、本端末としての機能を有することを意味します。●IPX7とは、常温で水道水、かつ静
水の水深1mのところに本端末を沈め、約30分間放置後に取り出したときに本端末としての機能を有することを意味します。

Bluetooth機能が使用する周波数帯 Wi-Fi機能が使用する周波数帯

【Bluetooth®/Wi-Fi（WLAN）機器使用上の注意事項】本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器
のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア
無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていな
いことを確認してください。 2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、
「電源を切る」など電波干渉を避けてください。 
【Bluetooth®/Wi-Fi（WLAN）機器との電波干渉について】Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g/n）は同一周波数帯（2.4GHz）を
使用するため、Bluetoothを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる
場合があります。この場合、次の対策を行ってください。●本機種やワイヤレス接続するBluetooth機器は、無線LANと10m以上離して
ください。●10m以内で使用する場合は、ワイヤレス接続するBluetooth機器の電源を切ってください。

【カタログについてのご注意】●本カタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品、
画面とはデザインなどにおいて異なることがあります。また、記載している仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更
することがあります。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●プリイン
ストールのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更することがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。

【製品のご使用について】●本製品は、VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外
での動作保証は行っておりません。●誤操作や故障などにより、本製品の記憶内容が失われたり、使用できなくなる場合がございますが、保証書
に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータなどはこまめに
バックアップを取っておくことをおすすめします。●本製品の修理につきましては、引取修理のみとなります。●本製品の修理時にはインストール
内容については保証されません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。●本カタログに掲載された製品の中
には、地域により品薄、品切れになるものがあります。ご購入の際は販売店などにご確認のうえ、お選びください。●液晶ディスプレイは、製造工
程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●
液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合がありま
す。これらは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。（有効ドット数の割合は99.99％以
上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドットの割合」を示しています。）交換、返品は
お受けいたしかねます。●本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、FLASH ROM、ACアダプタなど）が含まれています。有寿命部品の交換時
期の目安は、使用頻度や使用環境などにより異なりますが、1日約8時間のご使用で約5年です。なお、長時間連続使用など、ご使用状態によって
は早期に部品交換が必要となる場合があります。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。●リチウムイオン
バッテリが消耗した場合、修理対応となります。●本製品の保証期間は1年間です。●本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために
必要な部品）の保有期間は、製造終了後6年間です。●本製品を海外に輸出する、または国外居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必
要となる場合がありますのでご注意ください。

●音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しない
よう十分ご配慮ください。また、microSDカード/microSDHCカードに保存した音楽データは、PCなどの他の媒体にコピーまたは移動しないで
ください。●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようにご使用ください。●一般の電話機やテレビ、
ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますのでご注意ください。

◎microSD、microSDHCおよびmicroSDロゴはSD-3C,LLCの商標です。◎Google、Gmail、Android、YouTube、Google カレンダーおよびAndroid
ロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。◎Wi-Fi®、Wi-FiAlliance®、Wi-FiロゴおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。
◎「Flash」はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。◎「ATOK」は
株式会社ジャストシステムの登録商標です。◎「GREE」および「GREE」ロゴは、グリー株式会社の登録商標です。◎「TSUTAYA」はカルチュア・コン
ビニエンス・クラブ㈱の登録商標です。◎「サクサクタッチパネル」は、富士通株式会社の登録商標です。◎「BooksV」および「BooksV」ロゴは、
富士通株式会社の商標です。◎「ニッセンスマートカタログ」は株式会社ニッセンの商標登録です。◎「Hot Pepper」および「Hot Pepper」ロゴ、
「じゃらん」および「じゃらん」ロゴは、株式会社リクルートの登録商標です。◎「スケジュールストリート」はエレコム株式会社の登録商標です。
◎「Dolby」「ドルビー」およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
◎FrameSolidは株式会社モルフォの登録商標です。◎その他、本カタログに記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
◎Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標で、富士通へライセンスされています。◎掲載の商品については、店舗によって取り扱っていない場
合がございますのでご了承ください。
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このカタログには、植物油インキを使用しております。

使用する周波数帯は、本機種の設定メニューから表示できます。

富士通株式会社
本社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター （受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時）

本カタログ掲載タブレットのご購入に関する相談は、こちらまで

TEL 0120-959-242

防水性能について ご利用にあたってのご注意

2.4 FH 1

①   ② ③

④

2.4 DS/OF 4

①   ②    ③

④

2012.1 D本カタログの内容は2012年1月現在のものです

B lue too th®/W i - F i（WLAN）の周波数帯について

●本機能は画像に含まれる指紋の特徴をもとに照合を行うものです。このため、人によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができ
ない場合があります。●指の状態が以下のような場合は指紋の登録が困難になったり、認証率（正しく指をスライドさせた際に指紋が認証
される割合）が低下することがあります。・濡れたり、汗をかいている場合・お風呂上がりなどで指がふやけている場合・指に汗や油が多く、
指紋の間が埋まっている場合・手が荒れたり、指に損傷（切傷、ただれなど）を負っている場合・手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合・
指が泥や油などで汚れている場合・太ったり、やせたりして指紋が変化した場合・磨耗して指紋が薄くなった場合。●指紋認証技術は完全
な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる
損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

指紋認証機能の特性とご注意

製品のご理解のために（ご購入前に必ずお読みください）

【購入相談窓口】
通話料
無料



原寸大

お求めは下記のお店へ

※画像はイメージです。




