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製品カタログ［FUJITSU Tablet ARROWS Tab Q335/K］

8型ワイド・ハンディタブレット

インターフェース

富士通がお勧めする Windows 8.

●片手で持ちやすい幅126mmのコンパクト筐体。
●手軽に持ち運べるシステム手帳並みの重量約400gを実現。
●持ち運びに便利でスタンドにもなる「専用フォリオカバー」を
  用意（オプション）。

●Windowsなので既存システム/アプリケーションとの高い親和性を実現。
●オフィスのPCと同じポリシー/管理ツールでの管理が可能。
●使い慣れたMicrosoft Officeが利用可能（カスタムメイド）。
●「ステータスパネルスイッチ」で素早く環境の切り替えが可能。

既存システムとの親和性、
セキュリティに優れたOS Windowsを搭載

片手で持って使いやすい
筐体サイズ・重量を実現

さまざまな業種・業務向けのサービスやアプリ、コンテンツの利用や運用を効率化するサービスプラットフォーム「FUJITSU Cloud PaaS 
MobileSUITE」をあわせて導入することで、モバイルの業務活用を促進。 （注）「MobileSUITE」のご利用には、別途サービスの利用契約が必要となります。

搭載OS
Windows 8.1 Pro（32bit）

Windows 8.1 with Bing（32bit）

 MobileSUITEについて詳細はこちらから▶http://jp.fujitsu.com/solutions/mobile/

MobileSUITEとの組み合わせで、業務での活用を促進

●利用者は、業務で利用するサービスやアプリ、コンテンツを一覧
表示できる「モバイルポータル」を利用し、素早く簡単にアクセス
できます。

●システム管理者は、MobileSUITEで提供する統合管理機能の利用
により、サービスやアプリ、端末、ユーザーIDなどの一元管理が
可能となります。 
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既存システムとの親和性、
セキュリティに優れたOS Windowsを搭載

片手で持って使いやすい
筐体サイズ・重量を実現

インターフェースインターフェースインターフェース

カメラ（前面）

microSD

microHDMI

ヘッドホン・
ヘッドセット兼用端子

Windowsボタン

スピーカー

スピーカー

カメラ（背面）

電源ボタン

ボリューム
マイク 照度センサー

microUSB



CB2054  2014年7月AP■このカタログは、2014年7月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
　富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）

本カタログ掲載製品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

＊システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

（受付時間：9時～19時）

【購入相談窓口】 0120-959-242通話料
無料

このカタログには、FSC™森林認証紙、
植物油インキ、有害な廃液を出さない
水なし印刷方式を採用しています。

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

　安全に関するご注意

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●Windows 8.1、Windows 8サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のた
め、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。（弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください） ＜ダウンロードサイト＞ http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html ●液晶パネルは非常に精
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。これらは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。（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、プロジェクターの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なド
ット数の割合」を示しています。）●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、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。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Windows 8.1 Pro対応ソフトのバージョン/レベル等
についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外にCD/DVDドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります（ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合がありま
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。●本製品はバッテリー残量を50％以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB＝1000×1000×1000Byte換算値です。1GB＝1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●パソコン本体
および周辺機器は日本国内仕様です｡●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。 ●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。（バッテリーは保証対象外です。） ●バッテリーは保証期間の内外に関わらず、有償修理となります。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用
できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Inside、Ultrabook、Ultrabookロゴは、
アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。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。Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。Roxio、Roxioの
ロゴ、Roxio CreatorはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。WinDVDは、Corel Corporationの商標です。「PalmSecure」は富士通株式会社の商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。●Windows 8.1 の一部機能には、追加のハード
ウェアが必要となる場合があります。詳細はhttp://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/home をご覧ください。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。 http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/

本体仕様一覧

●本製品の型名、希望小売価格、カスタムメイドの詳細、およびサポートメニューなどについては別途当社製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）でお知らせいたします。

富士通がお勧めする Windows 8.

Qシリーズ（8型ワイド液晶モデル）

インテル®AtomTM Z3735Fプロセッサー
1.33GHz（インテル®バースト・テクノロジー対応：最大1.83GHz）

4/4
2MB
ー

CPUと一体
ー

標準/最大 2GB（オンボード）※9（DDR3L-RS）
0（0）

Intel® HD Graphics （CPUに内蔵）
800×1280ドット（WXGA）、1677万色（グレア処理）

8型ワイド 
0.13455mm

静電容量方式タッチパネル
最大1080×1920ドット/1677万色（オプション追加時）

フラッシュメモリディスク64GB
ー
ー
ー

I2S Audioコーデック
ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵

内蔵（有効画素数約126万画素（フロント）＋約500万画素（リア） ）
加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー

ー
ー

なし/あり（カスタムメイド）※10

ー
IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠

Bluetooth® V4.0準拠
ー
ー
あり
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

microSDメモリーカード×１スロット※13

HDMI：microHDMI×1、VGA：なし/あり（カスタムメイド）※12

なし/あり（カスタムメイド）※10

φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子）
microUSB2.0×1/充電ポート兼用

ー
ACアダプタ（添付のUSBケーブル経由）（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムポリマーバッテリー

リチウムポリマーバッテリー　約20Wh 取り出し不可※11

後報
後報
後報

VCCIクラスB
後報

126×215×9.9mm
約400g

温度5～35℃/ 湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/ 湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと
ー
ー

Windows 8.1 Pro（32bit）
Windows 8.1 Enterprise（32bit）

Windows 8.1（32bit）
Windows 8.1 with Bing（32bit）

ARROWS Tab Q335/K
Windows 8.1 Pro （32bit）　　Windows 8.1 with Bing （32bit）
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キャッシュメモリ

動作周波数
コア数/スレッド数

システムバスクロック/システムバス
チップセット

2次
3次

標準/最大
メモリスロット（空き）
グラフィックスアクセラレータ
内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※1 

パネルサイズ
ドットピッチ
入力方式
外部ディスプレイ表示※2
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オーディオ機能

ポインティングデバイス

インテル® vProTM テクノロジー／AMT

ExpressCard
PCカード
ダイレクト・メモリースロット

LAN

無線LAN※3

無線WAN

NFC
セキュリティチップ（TPM）
セキュリティボタン
指紋センサー
手のひら静脈センサー
スマートカード
CLEARSURE 3G/LTE

Bluetooth®※4

外部ディスプレイ
LAN
オーディオ

キーボード

Webカメラ
センサー

光学ドライブ
フラッシュメモリディスクドライブ

USB※5

ポートリプリケータ/クレードル
電源供給方式
バッテリー
バッテリー駆動時間（JEITA2.0/JEITA1.0）
バッテリー充電時間
消費電力（最大時）
電波障害対策
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準）
外形寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ）※突起部含まず
質量※6

温湿度条件
防水・防塵
耐薬品

サポートOS※7※8

マルチベイ
スロット数
内蔵可能なユニット

プリインストールOS

既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむよ
うな表示になる場合があります。
内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、
外部ディスプレイの仕様により異なります。
ご利用に関する詳細は、〈無線LAN機能のご利用にあたって〉をご確認ください。
全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証
するものではありません
全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。また、USB1.1準拠の
周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになれます。
各製品で質量が異なる場合があります。
富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバ
を提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
日本語版のみ。
本体内蔵のメモリは取り外しできません。また、メモリの追加増設はできません。
カスタムメイドまたはオプションのLAN変換アダプタが必要です。LAN変換アダプタ
使用中は充電はできません。
本製品のバッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー
交換は別途有償となります。
カスタムメイドまたはオプションのVGA変換アダプタが必要です。
すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカードを含む）、およびmicroSD
カードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードに
は対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメ
モリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。

〈無線LAN機能のご利用にあたって〉 
本カタログに記載の製品の使用周波数は2.4GHzです。2.4GHzの周波数帯では、電子レン
ジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用さ
れる免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線
局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。 
  1） この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。 
  2） 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機
器が接続されている無線LANアクセスポイント等の使用チャンネルを変更するか、使
用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。 

  3） 植込み型医療機器からは15cｍ以上離してご使用ください。 
  4） 本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触す
る可能性があります。 

  5） 1～13チャンネル（ただしIEEE802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合は
2つのチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）から通信チャン
ネルは選択できますが、使用されるチャンネルはこの機器が接続されている無線
LANアクセスポイント等の設定により決定されます。 

  6） 同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。 
  7） 複数の無線LANアクセスポイントが設置されている環境においては、各々の電波干渉
の影響を考慮したチャンネル設定を実施してください。たとえば、IEEE 802.11gの
場合には5チャンネル以上離すことを推奨します。 

  8） 本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、
かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM
方式を採用しており、与干渉距離は40mです。 

  9） IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。 
10） Cisco LEAP、PEAC/GTC、EAP-FASTには対応しておりません。
11） アドホック通信は対応していません。

※1:

※2:

※3:
※4:

※5:

※6:
※7:

※8:
※9:
※10:

※11:

※12:
※13:

専用フォリオカバー

VGA変換アダプタ

LAN変換アダプタ

USB変換ケーブル

ACアダプタ

品名 備考

持ち運びに便利でスタンドにもなります。

microHDMI→VGAへの変換アダプタ。

microUSB→LANへの変換アダプタ。

microUSB→USBへの変換ケーブル。

標準添付品同等、USBケーブル添付。

〈主なオプション（アクセサリ）〉


