
 

 

 

お知らせ 2017 年 8 月 7 日 

NTT レゾナント株式会社 

 

防水＆防塵でハンドソープで洗えるスマホ「arrows M04」 

gooSimsellerにて販売開始 

https://simseller.goo.ne.jp/item/00002ARROWSM04_SIMSET.html 
 

ポータルサイト「goo」を運営する NTT レゾナント株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：

若井 昌宏、以下 NTT レゾナント)は、「gooSimseller」において、2017 年 8 月 7 日(月)10 時から

「arrows M04（富士通コネクテッドテクノロジーズ製）」を、通信料のお得な SIM「OCN モバイル 

ONE」とセットで販売開始します。価格は 32,500 円(税抜)です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■販売概要 

(1)販売開始日:2017 年 8 月 7 日(月) 10:00 

(2) 端末スペック 

・シンプルで美しく、安心の堅牢性で使うシーンが広がる 

ディテールにこだわりぬいたシンプルで美しいデザインをマットで上質な質感が際立たせます。また、
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防水（IPX5／IPX8）・防塵（IP6X）性能、米国国防総省が定めた MIL 規格の 23 項目に準拠した耐久

試験をクリアし、日常づかいをはじめ、豪雨や雪山などのさまざまな環境で、安心して使えます。 

・初めてでも楽しく使いこなせるから安心設計 

「かんたんセット」に切り替えて頂くと、よく使う基本のアプリの操作がわかりやすく、文字も見やす

いからスマートフォンが初めての方でも安心して使いこなせます。また、Web ページやアプリで、文字

が小さくて見にくいときには、「はっきり文字」を ON にして頂くことで、文字や表示を「大」サイズ

に拡大することも可能です。 

OS Android™ 7.1 

CPU MSM8916, クアッドコア 1.2GHz 

ROM／RAM 16GB／2GB 

記録装置 microSD™  / microSDHC™(最大 32GB) / microSDXC™ (最大 256GB) 

サイズ／重量 約 144 x 71 x 8.0mm／約 148g 

ディスプレイ 約 5.0 インチ, IPS 液晶(HD) 1280x720 ドット 

カメラ アウトカメラ：約 1,310 万画素/CMOS、インカメラ：約 500 万画素/CMOS 

バッテリー容量 2,580mAh 

ネットワーク 
LTE ： Band1/3/8/19/26 、 3G ： Band1/5/6/8/19 、 GSM ： 850MHz 、

900MHz、1800MHz、1900MHz 

SIM スロット nanoSIM 

WiFi IEEE802.11a/b/g/n 準拠(対応周波数：2.4GHz 帯及び 5GHz 帯) 

Bluetooth® Bluetooth 4.1 

センサー GPS, 6 軸(加速度、角速度), 地磁気, 近接, 照度 

その他 
NFC / FeliCa / おサイフケータイ® / ワンセグ / 緊急速報メール / 防水

（IPX5/IPX8） / 防塵（IP6X） 

 

※MIL 規格の 23 項目に準拠：米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）の 23 項目、落下、衝撃、浸漬、粉塵（6 時間風速有り）、粉塵（72 時間）、

塩水噴霧、湿度、太陽光照射（連続）、太陽光照射（湿度変化）、振動、風雨、雨滴、高温動作（60℃固定）、高温動作（32～49℃変化）、高温保管

（70℃固定）、高温保管（30～60℃変化）、低温動作（-20℃固定）、熱衝撃、低温保管（-30℃固定）、低圧保管、低圧動作、氷結（-10℃氷結）、氷

結（-10℃結露）に準拠した試験を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用にあたって、すべての状況での動作および無破

損・無故障を保証するものではありません。 

※防水性能 IPX5／IPX8 相当、防塵性能 IP6X 相当：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、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX8 とは、常温で水道水の水深 1.5m のところに携帯電

話を沈め、約 30 分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。IP6X とは、保護度合いをさし、直径 75μm 以下の塵埃

(じんあい)が入った装置に商品を 8 時間入れてかくはんさせ、取り出した時に内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。 

※ハンドソープで洗える：国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの食器用洗剤を、使って洗うこと

ができます（富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社試験方法による）。食器用洗剤を使用する場合は、各製品の使用上の注意をよくお読みのうえ、

使用量の目安を守って洗ってください。本端末に、食器用洗剤の原液を直接付けないでください。原液が付いた場合はすぐに水で洗い流してください。本



製品の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての泡タイプハンドソープあるいは液体タイプの食器用洗剤で洗えることを保障するものではありま

せん。実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。 

※ おサイフケータイ R：FeliCa 方式のサービス（iD、モバイル WAON、楽天 Edy、QUICPay、モバイル Suica、nanaco モバイルなど）のみご利用にな

れます。「おサイフケータイ」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 

 

(3)価格 

・一括払い：32,500 円(税抜) 

※一括払いの場合、SIM カード初期費用 3,000 円(税抜)を含みます。 

・分割払い：1,450 円(税抜)/月×24 回 

※分割払いの場合、別途 SIM カード初期費用 3,000 円(税抜)が発生します。OCN モバイル ONE 音声

対応 SIM とセットでの販売となります。 

 

(4)販売方法：「NTT コムストア by gooSimseller」にて販売 

「NTT コムストア by gooSimseller 本店」 

URL：http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/fm04.html 

「NTT コムストア by gooSimseller  楽天市場店」 

URL：https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/arrowsm04-simset/ 

「NTT コムストア by gooSimseller」として Amazon にも出品 

URL：https://www.amazon.co.jp/s?me=A2VPLZRE8AE6G0 

 

(5) 通信サービス 

・「OCN モバイル ONE」(http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one.html) 

 データ通信専用 SIM、SMS 対応データ通信専用 SIM、音声対応 SIM からお選びいただけます。 

  ①データ通信専用 SIM 

  月額利用料：月額 900 円(税抜)～ 

※OCN モバイル ONE 110MB/日コースの場合。その他、用途に合わせて選べる様々な容量のコースがあります。 

※別途、ユニバーサルサービス料がかかります。また、SMS 対応 SIM カードの場合は SMS 送信料がかかります。 

※端末にセットされている「OCN モバイル ONE：月額基本料 900 円(税抜)/月～」は端末代とは別に、利用申込後 NTT Com より料金が 

請求されます。 

 

  ②音声対応 SIM 

  月額利用料：月額 1,600 円(税抜)～ 

  (内訳) 

   パケット代：900 円(税抜) 

   音声通話基本料：700 円(税抜) 

   IP 電話アプリ「050 plus」月額基本料：無料 

※別途、ユニバーサルサービス料、および通話料と SMS 送信料がかかります。また、SIM カード 1 枚につき、「050 plus」を 1 番号まで月

額基本料およびユニバーサルサービス料不要でご利用いただけます。 

※同梱されている「OCN モバイル ONE 音声対応 SIM」は商品到着後、お客様ご自身でご利用のお申し込みをしていただく必要があります。

お申し込み手続きの完了後、後日 SIM カードがお手元に届きます。 

※MNP(番号ポータビリティ)で今お使いの携帯番号をそのままで乗り換えることができます。 

※端末にセットされている「OCN モバイル ONE 音声対応 SIM：月額基本料 1,600 円(税抜)/月～」は端末代とは別に、利用申込後 NTT 

Com より料金が請求されます。 

※「050 plus」(http://050plus.com/)は、050 で始まる電話番号から、格安の通話料金で電話ができるアプリです。また、アプリ同士の通

話料金は無料です。 

http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set/fm04.html
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/arrowsm04-simset/
https://www.amazon.co.jp/s?me=A2VPLZRE8AE6G0
http://050plus.com/


 

 

 

 記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。 

以上 

本件に関する問い合わせ先 

NTT レゾナント株式会社 広報担当 成田、立石 ☎ 03-6703-6250 pr@nttr.co.jp 

mailto:pr@nttr.co.jp

