
＊2：他の項目と同
時選択可能。

＊3：本注釈の項目か
ら１つ選択可能。

＊4：ARROWS Tab Q704/PVはお客様ご自身で
バッテリーを取り外し交換することができな
い仕様になっています。バッテリーの寿命によ
る交換の際は「Support-Desk予防保守（バッテ
リー交換サービス）」（有償）をご利用ください。

＊1：インテル® vProTM テクノ
ロジーの機能を使用する
場合は、セキュリティチッ
プの手配が必須です。

フラッシュメモリディスク希望小売価格
（税別）型　名液晶 リカバリデータ

ディスククレードル通信 オプション添付品プリインストールOS

Windows 8.1 Pro （64bit）

ARROWS Tab Q704/PV 

FARQ0101C 206,300円

Windows 8.1 Pro （64bit）

ARROWS Tab Q704/PV 

FARQ0101D 229,300円

12.5型フルHD
ディスプレイ
（1920×1080）

12.5型フルHD
ディスプレイ
（1920×1080）

保証拡張

標準保証1年パーツ保証+1年引取修理
▼

SupportDesk Lite＊4

（3年間引取修理）
+11,000円 FMCNSUH01N

802.11n/a/b/g無線LAN
（インテル® vProTMテクノロジー
対応）＊1＋Bluetooth

802.11n/a/b/g無線LAN
（インテル® vProTMテクノロジー
対応）＊1＋Bluetooth＋
Xi対応無線WAN（LTE）＋GPS

▼
GPS追加

+6,500円
FMCSEC02W

SupportDesk Lite＊4

（4年間引取修理）
+18,000円 FMCNSUH02N

SupportDesk Lite＊4

（5年間引取修理）
+28,000円 FMCNSUH03N

アプリケーション

なしなしなしなし

Office
Personal
2013追加
+22,000円
FMCAPL010

▼ ▼
DisplayPort

変換ケーブル添付＊3

+3,800円
FMCACC00M

▼
ターボ
モード専用
クレードル
追加

+17,900円
FMCPTR004

ペン
▼
マウス

（光学式）
追加

+3,100円
FMCPTD00M
マウス

（レーザー式）
追加

+5,200円
FMCPTD00N

手のひら
静脈センサー
標準搭載
▼

セキュリティチップ
追加

+1,000円
FMCSEC02V

暗号化機能付
フラッシュ
メモリディスク

128GB
▼

暗号化機能付
フラッシュメ
モリディスク

256GB
+38,000円

FMCHDD034

▼
リカバリデータ
ディスクセット追加
（Windows 8.1Pro

 （64bit）用）
+3,000円

FMCRDD083 HDMI変換ケーブル＊3

+3,800円
FMCACC00P

LAN変換ケーブル＊2

+3,800円
FMCACC00R

Office Home
& Business
2013追加

+39,000円
FMCAPL011

Office
Professional

2013追加
+68,000円
FMCAPL012

ペン セキュリティ

Q
 series （

12.5
型
）

無線WANモデル

注1：出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。注2：特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。注3：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、
オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）が必要になります。注4：お客様が使用可能なHDD領域は、約8GBのリカバリ領域等を除いた容量となります。

CLEARSURE 3G/LTE 利用可能

microSD

USB3.0/microUSB2.0
盗難防止用ロック取付け穴

ペンひも
取り付け用穴

miniUIM
マイク

手のひら
静脈センサー

イヤホンマイク

ペンホルダー

DC-IN

電源ボタン
ボリューム

ドッキング
コネクター

ファン

ショートカットボタン

スピーカー

モバイル活用を強力にサポートする手のひら静脈センサー

FUJITSU Tablet ARROWS Tab Q704/PV

製品カタログ［FUJITSU Tablet ARROWS Tab Q704/PV］

手のひら静脈センサー内蔵モデル

インターフェース

左側面 右側面

※アプリやデバイスは国により異なります。

2つのモードで利用シーンに最適なパフォーマンスを実現
《MOBILE   MODE》
駆動時間優先モード、作業内容に応じてCPUを最適制御。
《TURBO MODE》
パフォーマンス優先モード、クレードル内蔵FANにより集中冷
却しCPUフルパワー駆動を実現（ターボモード拡張クレードル
への接続でモード自動切替可能）。
※カスタムメイドまたはオプションのターボモード用拡張クレードルの購入が必要です。

Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ
UIMカードスロットにXi契約をされているドコモUIMカード＊1を装着するだけで、受信時最大100Mbps＊2

送信時最大37.5Mbps＊2の超高速通信が可能です（Xiエリアの一部に限ります）。Xiエリア外であっても
FOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps＊2、送信時最大5.7Mbps＊2の高速通信が可能です。＊3

＊1：Q704/PVはドコモminiUIMカードになります。 ＊2：対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格
上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの
混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
＊3：無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSⅡユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契
約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。「Xi」、「FOMA」 および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

先進のスペックをコンパクト筐体に収納
・最新の第4世代インテル® CoreTM i5プロセッサー採用。 
・12.5型フルHDディスプレイ（1920×1080）採用。  
・暗号化機能付フラッシュメモリディスク標準装備。  

ペンによる快適な操作性
タッチパネル（静電容量方式）のほかにWacom社製デジタイザパネルを搭載（電磁誘導方式）。スタイ
ラスペン（標準添付）での入力により、手のひらで画面をタッチしても誤動作することなく詳細な文字・
図形入力が可能。使い終わったペンは本体に収納可能です。また、液晶パネルに傷や衝撃に強い
高強度ガラスDragontrail®を採用。

リモートデータ消去ソリューション　CLEARSURE 3G/LTE＊1に対応
外出先での万一の紛失・盗難の際にも情報漏えいを未然に防ぐCLEARSURE 3G/LTEに対応しており、安心・安全
なモバイル運用を実現します。（タブレットが電源OFF状態でも遠隔操作で「データ消去」「PCロック」が可能）
＊1：CLEARSURE 3G/LTEの機能をご使用になるには、無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE端末管理CLEARSURE 
3G/LTEサービスの契約が必要です。

◎手のひら静脈認証によりモバイル運用の利便性と強固なセキュリティを両立
・移動中、外出先※1でも片手をかざすだけで、Windowsログオン他本人認証が素早く完了します。
・ID/パスワードの忘却や漏えいによる再発行、カード破損/紛失によるカード再発行による管理部門
の工数、コストを抑制できます。
・最高水準の高速撮影技術、認証アルゴリズムで高い認証精度を実現し、なおかつ、手のひら静脈は
体内情報のため偽造が困難です。
・当社独自技術により、センサーの小型化、認証高速化を実現し、タブレットに内蔵を実現しました。
※1：外光が強い場所では認証できない場合があります。
注1：静脈認証方法について／手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの
発光部から出た近赤外線を手に当て、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることによって、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした
手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。 注2：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、手のひら静脈セン
サーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。※パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumの
バージョンが異なります。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） 注3：手のひら静脈情報の登録認証の際は、画面の向き（角度）を0°にしてください。 用シーンに最適なパフォーマンスを実現

クレードル内蔵FANにより集中冷
（ターボモード拡張クレードル

のターボモード用拡張クレードルの購入が必要です。

手のひら
 静脈センサー

ARROWS Tabシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表 ◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

富士通がお勧めする Windows 8.



CB2053  2014年5月AP■このカタログは、2014年5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。

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。

◎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、植物油インキを使用しています。本製品に選択することができるモバイルプロジェクター、レーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。クラス1レーザ製品

無線WANモデル

本体仕様一覧

●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、Windows 8.1、Windows 
8 Pro、Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium、Windows® XP  Professional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5年間です。●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。WinDVDは、Corel Corporationの商標です。「Xi/クロッシィ」、「Xi」ロゴ、「FOMA」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。「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、Windows 8、Windows 7 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。

有寿命部品について

●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.

※1: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。 ※2: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。 ※3:1000Mbpsは1000BASE-Tの
理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブル
をご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。 ※4: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。 ※5: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。 ※6:ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表な
どでご確認ください。 ※7:SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いに
なれるかを製品サイトでご確認ください。（注）パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。
（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） ※8: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。 ※9:バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成
によっては記載時間と異なる場合があります。 ※10:一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）
（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。 ※11:一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッ
テリー動作時間測定法（Ver1.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。なお、本体のみ、省電力
制御あり、フル充電の使用条件。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。 ※12:スタンバイ（スリープ）時、または電源ボタン（ス
イッチ）OFF時。 ※13:当社測定基準による（各機種標準搭載メモリ、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載（搭載可能
機種のみ）、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小）。 ※14:エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ
法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100％を
超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A：100％以上200％未満、AA：200％以上500％未満、AAA：500％以上。 ※15:各製
品で質量が異なる場合があります。 ※16: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。 ※17:日本語版のみ。 ※18:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネット
ワークサービス「FENICS Ⅱユニバーサルコネクト」またはNTTドコモの通信サービスであるmoperaUの契約が必要です。詳細については
下記ホームページをご確認ください。FENICS:http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universalconnect/service-line.html
NTTドコモ:http://www.mopera.net/  ※19:DMIとはDirect Media Interfaceの略になります。 ※20: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。 ※21:最大メインメモリでプリインストールOSの時の最大容量です。本パソコンの動作状況によってビデ
オメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された
値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。 ※22:ディザリング機能により実現（LCDのみ）。 
※23:再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 ※24:カスタム
メイドまたはオプションのLAN変換ケーブルが必要です。 ※25:ベストエフォート方式による提供となります。Xi対応を選択の場合は、受信時
最大37.5Mbps/送信時最大12.5Mbps、受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbpsの通信速度（Xiエリアの一部に限ります）とは技術規
格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化
します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html 
※26:カスタムメイドでセキュリティチップ選択時、インテル® vProTMテクノロジー/AMT9.5に対応。 ※27:カスタムメイドまたはオプション
のHDMI変換ケーブル、もしくはDisplayPort変換ケーブルが必要です。 ※28:OS上の設定により変更可能です。 ※29:アナログRGBと
HDMIは同時利用できません。また、クレードルを利用した場合、本体のmicroUSBは使用できません。 ※30: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。 ※31: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。

●本製品には、有寿命部品（LCD、HDD（フラッシュメモリディスク含）、ファン等）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条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、こ
の期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、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。詳しくは、http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/ をご覧くだ
さい。 ●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。 ●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。 ●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。）

ターボモード用
拡張クレードル

DisplayPort
変換ケーブル

HDMI変換ケーブル

LAN変換ケーブル

ACアダプタ

USBマウス（光学式）

USB小型マウス
（レーザー式）
ワイヤレスキーボード
（Bluetooth）
ワイヤレスキーボード
＆マウスセット（黒）

USBテンキーボード

テンキー
ボードカバー

スーパーマルチ
ドライブユニット

スタイラスペン
LB-PN4
スタイラスペン
TAB3

品名 型名 備考希望小売価格（税別）

FMV-NDS15

FMV-NCBL14

FMV-NCBL17

FMV-NCBL15

FMV-AC342A

FMV-MO307

FMV-MO503

FMV-NKB4

FMV-WKB1B

FMV-NTKB3

FMV-NTKBC1

FMV-NSM54

0635195

0635198

オープン価格

4,200円

4,200円

4,200円

8,800円

6,000円

7,300円

20,400円

オープン価格

10,600円

1,800円

29,800円

3,600円

オープン価格

Q704/PV用（USB3.0×4/HDMI/VGA/LAN）付、
冷却ファン有、ＡＣアダプタ（FMV-AC342A）必須。
microUSB→DisplayPortへの変換ケーブル、最大
解像度：フルHD※HBR2非対応の場合、24Hzでの
表示※別売のDisplayPortケーブルでモニタと接続。
microUSB→HDMIへの変換ケーブル。
※別売のHDMI ケーブルでTVと接続。

microUSB→LAN変換ケーブル。

標準バッテリー同等品。24Wh、リチウム
イオン（3セル）。バッテリーチャージャー
（FMV-NCA9）で使用することはできません。
光学式マウス。USB接続。
スクロール機能付。ケーブル長約0.9m。
レーザー式小型マウス。USB接続。スクロール・
戻る/進む機能付。ケーブル長約0.9m。
ワイヤレスキーボード。
Bluetooth接続（フラットポイント）。

ワイヤレスキーボード・マウスのセット。USB接続。

USB接続（USBインターフェースはありません）。

MV-NTKB3専用キー入力覗き見防止カバー。

ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。
「トラブル 解決ナビ＆ドライバーズディスク」からのCDブート
に対応しています。 ※Windows 8.1 Proの場合添付ソフトの
添付DVDはアップデートが必要です。

スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。

破損時補充用。スタイラスペン1本、
本体に標準添付。

オプション／サプライ用品
ARROWS Tab Q704/PV

Qシリーズ（12.5型ワイド液晶モデル）

Windows 8.1 Pro （64bit）

Windows 8.1 Pro （64bit）
Windows 8.1 Enterprise （64bit）

Windows 8.1 （64bit）

Windows 8.1 Pro （64bit）
Windows 8.1 Enterprise （64bit）

Windows 8.1 （64bit）

インテル®CoreTM i5-4300Uプロセッサー
1.90GHz

2/4
256KB×2

3MB
CPUと一体

5.0GT/s DMI※19

標準/最大 4GB（オンボード）※20（LPDDR3）
0（0）

Intel® HD Graphics 4400（CPUに内蔵）
最大1792MB（メインメモリと共用）※21

12.5型ワイド
0.144mm

電磁誘導方式（専用ｽﾀｲﾗｽﾍ゚ ﾝ×１付属）/静電容量方式タッチパネル
HDMI最大1920×1080ドット/1677万色（オプション追加時）

暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB
/暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB

ー
ー
ー

内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）+約500万画素（リア） ）

GPS（カスタムメイド）、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）※24

ー

Bluetooth V4.0準拠+HS準拠
○/V9.5※26

ー
なし/TCG Ver1.2準拠

ー
ー

内蔵型静脈センサー
ー
ー
ー
ー

microSDメモリーカード×１スロット※31

なし/あり（カスタムメイド）※27

なし/あり（カスタムメイド）※24

φ3.5mmステレオ・ミニジャック（兼用端子）
（出荷時ヘッドホン）※28

USB3.0×1、microUSB2.0×1

 
ACアダプタ（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 46Wh 取り出し不可※30

約2.5時間
約5W（約70W）
VCCIクラスB

339.5×199.3×12.0mm
約1.05kg

LED

ー
ー

インテル®CoreTM i5-4300Uプロセッサー
1.90GHz

2/4
256KB×2

3MB
CPUと一体

5.0GT/s DMI※19

標準/最大 4GB（オンボード）※20（LPDDR3）
0（0）

Intel® HD Graphics 4400（CPUに内蔵）
最大1792MB（メインメモリと共用）※21

12.5型ワイド
0.144mm

電磁誘導方式（専用ｽﾀｲﾗｽﾍ゚ ﾝ×１付属）/静電容量方式タッチパネル
HDMI最大1920×1080ドット/1677万色（オプション追加時）

暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB
/暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB

ー
ー
ー

内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）+約500万画素（リア） ）

GPS、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）※24

Xi対応無線WAN（LTE）※25

Bluetooth V4.0準拠+HS準拠
○/V9.5※26

ー
なし/TCG Ver1.2準拠

ー
ー

内蔵型静脈センサー
ー
対応
ー
ー

microSDメモリーカード×１スロット※31

なし/あり（カスタムメイド）※27

なし/あり（カスタムメイド）※24

φ3.5mmステレオ・ミニジャック（兼用端子）
（出荷時ヘッドホン）※28

USB3.0×1、microUSB2.0×1

 
ACアダプタ（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 46Wh 取り出し不可※30

約2.5時間
約5W（約70W）
VCCIクラスB

339.5×199.3×12.0mm
約1.05kg

LED

ー
ー

ARROWS Tab Q704/PV
Windows 8.1 Pro （64bit）

CPU

メ
イ
ン
メ
モ
リ

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

グラフィックスアクセラレータ
メモリスロット（空き）

ドットピッチ
パネルサイズ

内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※1表
示
機
能

外部ディスプレイ表示※2

通
信

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
※
6

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

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

電源供給方式
バッテリー

バッテリー充電時間※12

消費電力※13（最大時）

バッテリー駆動時間※9（JEITA2.0※10/JEITA1.0※11）

質量※15

温湿度条件
状態表示

サポートOS※16※17

外形寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ）※突起部含まず

電波障害対策
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※14（2011年度基準）

LAN※3

無線LAN※4

無線WAN

NFC
セキュリティチップ（TPM）
セキュリティボタン

Bluetooth®※5

指紋センサー
手のひら静脈センサー※7

スマートカード
CLEARSURE 3G/LTE

外部ディスプレイ
LAN
ヘッドホン・ラインアウト端子/
マイクイン・ラインイン端子

キーボード

Webカメラ

センサー

光学ドライブ

ハードディスクドライブ

USB※8

ポートリプリケータ/クレードル

マルチベイ
スロット数
内蔵可能なユニット

入力方式

プリインストールOS

ビデオメモリ  

防水・防塵
耐薬品

LEDバックライト付TFTカラーLCD（フルHD（1920×1080ドット））1677万色※22（グレア処理）

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

なし/ターボモード専用クレードル（カスタムメイド）※29

・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・HDMI出力端子 ・USB3.0準拠×4・LAN（RJ-45） ・DC-IN

約10.0時間/約14.8時間

R区分 0.035（AA）

IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠（5GHz帯ﾁｬﾝﾈﾙ:W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠

チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192KHz/24ビット）※23

ステレオPCM同時録音再生機能、MD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

※18

〈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IEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数
帯を5.2/5.3GHz帯でご使用になる場合、屋内のみでご使用できます。また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）心臓用ペースメ
ーカ等の医療機器からは22cｍ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）2.4GHzの場合は1～13チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合は［1、5］/［2、
6］/［3、7］/［4、8］/［5、9］/［6、10］/［7、11］の［ ］内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）、5GHzの場合は
W52,W53,W56の19チャンネル（ただしIEEE802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合はW52（［36、40］/［44、48］）/W53（［52、56］/
［60、64］）/W56（［100、104］/［108、112］/［116、120］/［124、128］/［132、136］）の［ ］内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、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチ
ャンネルに制限があります。　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）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bと
の共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合
は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイ
ントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。　8）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g 
クライアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつながりづらくなる場合があります。　
9）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。　10）IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。　
11）Cisco LEAP、PEAC/GTC、EAP-FASTには対応しておりません。　12）Windows 8.1、Windows 8の場合、アドホック通信は対応していません。




