
確かな堅牢性確かな堅牢性 安心の継続性安心の継続性 優れた利便性優れた利便性

法人向けスマートフォン シリーズ

安心して長く使える、ビジネス利用に最適化した
軽快動作のタフ・スマートフォン。



品名
型名
希望小売価格

ACアダプタ（USBケーブル添付）
FARM06A06

品名
型名
希望小売価格
OS
CPU
メモリ＊1（RAM/ROM）
有機EL
ディスプレイ

外形寸法（H×W×D）
質量
カメラ（イン/アウト）

対応バンド

通信機能

セキュリティ
外部ディスプレイ出力
UIM
ダイレクト・メモリースロット

インターフェース

防水・防塵
耐薬品
バッテリー容量
連続通話時間
連続待受時間
バッテリー充電時間
電源供給方式
温湿度条件

arrows BZ02
ASMB02001
オープン価格

Android™ 11
Snapdragon™ 460 オクタコア（1.6GHz×4Core＋1.8GHz×4Core）

4GB/64GB
約5.6インチ/HD＋720×1,480

静電容量方式
約148×71×9.4mm

約160g
約800万画素/約1,310万画素（フラッシュあり）

Band 1/3/5/8/19/26
Band 1/5/6/8/19
850MHz、900MHz
1800MHz、1900MHz

802.11a/b/g/n/ac＊2  2.4GHz/5GHz（ステルスAP対応）＊3

LTE、HSPA、W-CDMA、GSM、GPRS
対応

Ver 5.0準拠
あり

GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS（みちびき）対応
あり

指紋認証
Miracast®

nanoSIM ×2 （２スロットのうち１つはSDカードと排他利用）
microSD/microSDHC/microSDXC＊4

Type-C＊5×1
ヘッドセット接続端子 3.5φ
IPX5／IPX8,IP6X

対応薬品（エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム）＊6

3,600mAh
約1,450分（LTE）＊7

約790時間（LTE）＊7

約220分＊8

ACアダプタ（オプション）
温度5～35℃/45%～85%RH

サイズ／解像度
タッチパネル

LTE
3G

GSM

無線LAN
無線WAN
sXGP
Bluetooth®

NFC
GPS
FeliCa
生体認証

USB
オーディオ

●カメラ ●おサイフケータイ ●診断サポート ●設定 ●Files by Google ●電話 ●連絡先 ●Google ●Google Play ●Google Chrome™
●Google マップ ●YouTube™ ●Gmail ●Google ドライブ ●YouTube Music ●Google Play ムービー&TV ●Google Duo
●Google フォト ●カレンダー ●電卓 ●時計 ●メッセージ ●FASTメモ ●Google ドキュメント ●Google スプレッドシート ●Google スライド

マスタ開発基本（必須）
マスタ開発追加
マスタインストール
個別設定
I/O組込み
ラベル作成
ラベル貼付
添付品カスタマイズ
情報リスト作成

サービス名
ご指定の設定やアプリケーションを組み込んだ専用マスタを作成します。
専用マスタに、Wi-Fi登録やアプリ追加などのオプション設定を追加します。
専用マスタを各端末へインストールします。
端末1台毎に、ご指定の設定を行います。
SIMカード等のI/O機器を組み込みます。
資産管理番号等、ご指定のラベルを作成します。
資産管理番号ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。
ご指定の添付品を追加、削除します。
装置個別情報のリストを作成します。

サービス概要 型名
ASMBC0001
ASMBC0002
ASMBC0003
ASMBC0005
ASMBC0006
ASMBC0007
ASMBC0008
ASMBC0009
ASMBC0010

希望小売価格

オープン価格

※上記以外についても、お客様のご要望に応じたきめ細やかなカスタマイズサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは、販売パートナーまでお問い合わせください。

＊1：本体内蔵のメモリは取り外しできません。また、メモリの増設はできません。 ＊2：対応している
セキュリティプロトコルはEnhanced Open、WEP、WPA/WPA2/WPA3-Personal、
WPA/WPA2/WPA3-Enterpriseです。 ＊3：全てのステルスAPへの接続を保証するものでは
ありません。 ＊4：microSDは2GBまで、microSDHCは32GBまで、microSDXCは1TBまで
対応。 ＊5：本USBコネクタは、充電にも使用します。 ＊6：本試験は薬品による無変色・無塗装剥れ・
無変形等を保証するものではありません。 ＊7：当社測定基準によります。ご使用の環境により異なる
場合があります。 ＊8：電源オフ時の充電時間です。

スロットキャップ

スピーカー

送話口 / マイク 

USB Type-C
接続端子

音量キー

ストラップホール

落下・紛失防止に最適

インカメラ

各部名称

カスタマイズサービス（有償）

アプリケーション

オプション（別売）

本体仕様一覧

フラッシュ/ライト

イヤホンマイク端子

セカンドマイク

受話口 アウトカメラ

電源キー

指紋
センサー

FeliCa
マーク

近接センサー/照度センサー

お知らせLED

卓上ホルダ
FARM06A02

スマートフォンケース
ASMB02A01

抗菌画面保護フィルム
ASMB02A02
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オープン価格



安心して長く使える、
ビジネス利用に最適化した
軽快動作のタフ・スマートフォン。

安心して長く使えるタフな堅牢性に加えて、

ビジネス効率を向上させるストレスフリーな軽快動作を実現。

さらにはarrowsならではの利便性とカスタマイズ性で 

貴社のビジネスを徹底的にサポートします。

現場記録や、
破損品などの
状況管理に。

現現現場現場現場現場現現場現現場現場現場現場現場現 記録記録記録記録記録記録記録記録記録記録記録記録ややや、や、や、や、や、やややや、やややや
破破破破破破損破損破損破損破損破破損破損破損破損破損破損品な品な品なななな品な品な品な品な品な品な品な品品 どのどのどのどのののののどのどのどのどのどのどのどのどど
状状状状状況状況状況状況状況状況状況状況状況状況況状況状 管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管 に。に。に。に。に。に。ににににににににににににに

現場記録や、
破損品などの
状況管理に。

外出先での
急なWEB会議に。
外外外外外外出外出外出外出外出外出外出外出外出外出出出先で先で先で先でで先で先で先で先で先で先で先で先先先 のののののののののののののの

WEWEWEWEWEWEWEWEWEWE 会会会会会B会B会B会B会B会B会B会B会B会B会会議に議に議に議にににににににに議に議に議に議に議に議に議議 。。。。。。。。
外出先での
急なWEB会議に。

バーコードリーダーとして
在庫管理に。

急急急急な急な急な急な急な急な急な急な急な急な急な急な急な急 WWWWWWWWWW急なW

バーバーバーバーバーバーバーバーーーバーバーバーババ コーコーコーコーコーコーーーコーコーココ ドリドリドリドリドリドリドリドリドリリドリドリドリーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダダダダーーーーーーとーとーとーとーーとーととととととととととととととととととしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてしてししてて
在在在在在庫在庫在庫在庫在庫在庫在庫在庫在庫在庫在庫在庫在庫在庫管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管 にに。に。に。に。に。に。ににに。ににににににに
バーコードリーダーとして
在庫管理に。

無線LANを
使用した病院内
IP電話の導入に。

無無無無無線無線無線無線無線無線無線無線無線無線無線無線LALALALALALALALALALALALALALALALL NをNをNをををををNをNををNをNをNをNをNをNをNを
使使使使使使用使用使用使使用使用使用使用使用使用使用使 したしたしたししししたしたしたしたしたしたしたしたたたた病病病院病院病院病院病院病院病院病院病院病院内内内内内内内内内内内内内内内内内
IPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPP電話電話電話電話電話電話電話電話電話電話電話電話電話電電電 の導のの導の導の導の導の導の導の導の導の導の導の導の導導導入に入に入に入に入に入に入に入に入に入に入に入に入ににに。。。。。。。。

無線LANを
使用した病院内
IP電話の導入に。

強強強

タフなビジネスシーンを
サポートする

堅牢性
■ 安心の耐落下性能

■ 洗浄+除菌でいつでも清潔

■ SIAA認証の抗菌ボディ

■ 防水/防塵/MIL規格23項目準拠

長く使える安心の

継続性
■ OSのバージョンアップをせずに
    使い続けられる

■ 技術サポート for Android™

■ 安心の長期継続供給

■ 長期保証サービス／
    ワイド保証サービス

すみずみまでこだわった

利便性
■ メーカだからできる
　 カスタマイズサービス
■ 通話が途切れにくい
　 Wi-Fiハンドオーバー
■ デュアルSIMで公衆回線と
    sXGP内線の同時利用が可能



安心の耐落下性能 洗浄+除菌でいつでも清潔

OSのバージョンアップをせずに使い続けられる

導入済みシステムを安定して利用するためにOSアップデートをせず
に利用継続が可能。また、OSをフォローするセキュリティパッチは
当社がご用意。お客さまの作業負担を軽減します。

技術サポート for Android™

原因究明が困難な技術トラブルが発生した際、問題解決をサポートする
技術支援サービスをご提供。導入時から運用時にいたるまで、専門技術
者が的確なアドバイスで、ご購入から3年間無償でサポートします。

ご要望に応じて理想的な端末に仕上げられる「カスタマイズサー
ビス」。機器設定の変更やセットアップ作業はすべて当社側で行う
ので、納品後すぐにカスタマイズ端末を利用することができます。

落下・振動・衝撃など、当社規定の厳しい評価基準をクリア。軽くて
丈夫なユニボディと高剛性の樹脂材を採用した、画面割れにも強い
一台です。

泡タイプのハンドソープや食器用洗剤で丸洗いができます。さらに、
アルコール除菌シートやプッシュタイプのアルコール除菌にも対応。
いつでも清潔に保てます。

問題解析に役立つログを取得する
診断サポートアプリをプリインストール

メーカだからできるカスタマイズサービス

活用例

強強強

拠

1.5m

カメラ機能の抑止

スクリーンキャプチャの抑止

リムーバブルデバイスの抑止

アプリの追加・
プリインストールアプリの削除

起動画面の変更

パスワードポリシー設定

Wi-Fi、APNなどの各種通信設定

その他の機能利用制限
使用者による勝手なアプリの追
加や削除、利用アプリの制限に
加え、端末の初期化・セーフモー
ドを抑止します。

豊富なカスタマイズサービスの一例
※詳細はP.2「カスタマイズサービス（有償）」をご覧ください。
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問題解問題解

受発注端末や検
診端末など、専用
端末として使えて
役立った

機能を制限できる
から、利用者が不
特定多数の場合
でも安心できる

大量の社内業務 
端末のセットアッ
プ作業の手間が
省けて助かった

裏面「堅牢性」参照 裏面「耐薬品試験」参照

使い方や用途により、さまざまなバリエーションの
arrows BZができあがります。



SIAA認証の抗菌ボディ 防水（IPX5/IPX8）/防塵（IP6X）/
MIL規格23項目準拠

販売開始＊から2年以上、同一モデルを継続して
ご提供。社内のシステムを頻繁に変えることなく
運用できるので安心です。さらに、販売終了後も
3年間は修理対応が可能。長期にわたって、安心
してお使いいただけます。

長期的に安心してお使いいただけるよう、通常1年間のメーカ保証
を3年間に延長できる長期保証（有料）とワイド保証サービス（有料）
をご用意。ワイド保証サービスでは、購入してから3年間、お客さまの
過失により壊してしまった場合でも、負担金5,500円（税込）のみで
修理することが可能です。

炎天下や、突然の雨、ほこりの多い環境など、ハードなビジネス
シーンでも安心して使用できます。

安心の長期継続供給 長期保証サービス／ワイド保証サービス

Wi-FiでVoIP通話中に移動しても通信が途切れにくいWi-Fiハンド
オーバーに対応。通話中に移動しても、アクセスポイントが自動的に
切り替わるので、倉庫や病院などの広い場所でも途切れる心配が
ありません。

arrows BZ02一般的なスマートフォン

強強強
弱弱

アクセスポイントB

切り替え
強強

アクセスポイントA

移 動

弱弱

アクセスポイントB

強強

アクセスポイントA

移 動

通話が途切れにくいWi-Fiハンドオーバー

落下 耐衝撃 防水（浸漬） 防塵
（6時間風速有り）

防塵
（脆弱面90分）

塩水耐久 防湿 耐日射
（連続）

耐日射
（湿度変化）

耐振動 防水（風雨） 雨滴 熱衝撃 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）

低温保管
（-30℃固定）

低圧動作 低圧保管 氷結
（-10℃結露）

氷結
（-10℃氷結）

販売期間

年
半2

構内PHSのように使えるsXGPに対応。さらに、デュアルSIMにより、
2種類の回線を同時に利用できるため、これからは外線用と内線用を
2台持ちする必要もありません。SIMフリーのため、通信事業者に
縛られることなく、今お使いの回線をそのまま使えます＊。

デュアルSIMで公衆回線と
sXGP内線の同時利用が可能

＊ご契約の内容によっては、契約を変更する必要があります。
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無機抗菌剤 塗装
JP0122327A0004W

長期継続供給
2021年
8月

2024年
3月

2027年
3月

販売期間（2年半）

修理対応期間（販売終了後3年間）

SIAAの抗菌試験方法に準拠した試験を実施し認証
を取得。実際に手が触れるリアケースを抗菌加工し、
表面上における細菌の増殖を抑制します。

＊2021年8月

外線 内線（sXGP）P）

裏面「耐薬品試験」参照

裏面「堅牢性」参照

＊盗難、紛失および消耗品のバッテリー交換は対象外です。

最大5年半修理対応可能

お申し込み

初期費用

保証期間

自然故障

ユーザ責故障

不要

無料

1年間

必要

有料

3年間

必要

有料

3年間

無償無償

有償

ワイド保証サービス長期保証サービスメーカ保証標準

どんな故障も
￥5,500＊



このカタログには、植物油インキを
採用しています。

BZ000019  2021年8月■このカタログは、2021年8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。■掲載されている画像はすべてイメージです。

本製品についてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。

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。

【消耗品について】 内蔵電池などの消耗品は、その性能/機能を維持するために適時交換が必要となります。【ご利用にあたってのご注意】 ■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。 ●プリインストールアプリ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なっておりません。 ●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、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（カスタマイズサービスを除く）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。●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、ディスプレイの特質上、温度条件などで多少の色むらが発生する場合があります。 ●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3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。 

■Google、Android、Google Play、Google Chrome、およびその他のマークは Google LLC の商標です。 ■Wi-Fi®、Wi-FiロゴおよびMiracast®はWi-Fi Allianceの登録商標です。 ■SD、microSD、microSDHCおよびmicroSDXCは
SD-3C、LLCの商標です。■Bluetooth®はBluetooth SIGの登録商標で、FCNT株式会社へライセンスされています。 ■FeliCaロゴはフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 ■FeliCaは、ソニーグループ株式会社または
その関連会社の登録商標または商標です。 ■その他、本カタログに記載されている会社名・商品名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。

落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防塵（6時間風速有り）、防塵（脆弱面90分）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（湿度変化）、耐振動、防水（風雨）、雨滴、熱衝撃、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）、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管、氷結（-10℃結露）、氷結（-10℃氷結）に準拠した試験を実施。充電可能な温度範囲：5～35℃。使用環境：温度5～35℃、湿度45～85％。風呂場では、温度は
5～45℃、湿度は45～99％以下でご使用ください（但し、温度36℃以上または湿度86％以上は一時的な使用に限ります）。なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判
明した場合、保証の対象外となります。

【特定化学物質の使用抑制（RoHS指令）】 電気・電子機器に含まれる特定化学物質〈鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）、DEHP（フタル酸ビス）、DBP（フタル酸ジブチル）、
BBP（フタル酸ブチルベンジル）、DIBP（フタル酸ジイソブチル）の10物質〉の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に対応しています。
【環境負荷の低減（植物油インキ使用包装箱）】 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。
【資源の節約（マニュアルの電子化）】 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。

【泡ハンドソープでの洗浄について】 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えます（FCNT株式会社試験方法による）。無故障を保証するものではありません。つい
た泡は水道水でしっかりすすいでください。濡れた状態では、充電しないでください。詳細は、「FCNTのWebサイト」をご確認ください。
【製品の除菌・消毒について】 本端末を除菌・消毒する際には、誤動作防止のため画面を消灯してから行ってください。プッシュタイプの場合、製品から5cm程度離して霧吹きで噴霧して拭き取り、その後水拭きして液剤を取り除いてください。拭き
取りによる場合、アルコール除菌シートまたは、キッチンペーパーに液剤を浸み込ませたもので製品を拭き取り、その後水拭きして液剤を取り除いてください。つけ置きや本体の開口部（イヤホンマイク端子、USB Type-C接続端子、送話口／マイ
ク、受話口／スピーカー）および隙間に液剤が残ったまま放置することは故障の原因となりますので、行わないでください。開口部に液剤が侵入した場合は流水でしっかり洗い流してください。本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分
に拭き取り、自然乾燥させてください。 界面活性剤（台所用洗剤）、界面活性剤（家具用洗剤）、次亜塩素酸水、アルコールを使用し、噴霧、拭き取り、またはその両方を合わせた製品の消毒、ウイルス除去が可能です。消毒液、ウエットティッシュ（い
ずれもアルコールタイプおよびノンアルコールタイプを含みます）は、塩素や塩素系添加物（ベンザルコニウムクロリドなど）の含有量が0.05w/ⅴ%以下のものをご使用ください。ウイルスの完全除去を保証するものではありません。「厚生労働省・
経済産業省［独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）］・消費者庁発表」の消毒方法をもとに検証。詳しいお手入れ方法については「FCNTのWebサイト」をご覧ください。
【抗菌ボディについて】 本製品は表面に付着した菌の増加を抑制するものであり、感染予防を保証するものではありません。外装ケース（背面）抗菌処理を施しています。SIAAの抗菌試験方法に準拠した試験を実施し認証を取得しています。(認
証番号:JP0122327A0004W)
【手袋について】 厚さ2mm未満。手袋の素材によって正確に認識・判別されない場合があります。

本製品の保証期間は1年間です。ただし、対象は保証書記載の「無料修理規定」の定める範囲内の修理に限ります。

工場内での利用や屋外、生産現場等スマートフォンはより厳しい環境下での使用が求められます。
当社では、そのようなさまざまな利用シーンにも耐えうる堅牢性を実現するため次の試験を実施しています。

落下、衝撃、振動など、さまざまな項目について、当社独自の厳しい評価基準で試験を実施しています。
■ 1.5m落下試験　■ 衝撃試験　■ 振動試験　■ 加圧試験
※本試験は製品の品質を評価するためのものであり、落下・加圧などによる無破損・無故障を保証するものではありません。

堅牢性試験

  防水/防塵機能のチェックのため各基準に沿った試験をしています。
■ 防水試験：①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射（IPX5相当）。

②常温で水道水の水深1.5mのところに沈め、約30分間放置（IPX8相当）。
■ 防塵試験：直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置にスマートフォンを8時間入れてかくはん（IP6X相当）。
※機能・性能を保証するものではありません。 ※SIM・SDカードスロット部キャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5/IPX8の防水性能、IP6Xの防塵性能を有しています。防水性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回の有償部
品交換が必要となります。

防水 / 防塵試験

耐薬品機能のチェックのため、下記の薬品を布に含ませ拭き取り試験を実施しています。
■ 使用薬品：①IPA（イソプロピルアルコール） 99.7％　②エタノール 99.5%　③次亜塩素酸ナトリウム 1.0％
※本試験は薬品による無変色・無塗装剝れ・無変形等を保証するものではありません。

耐薬品試験

米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）の23項目に準拠MIL規格準拠

堅牢性

保証

環境への配慮

arrows BZはレンタルでもご利用いただけます！！

ビジネスシーンでおすすめの「arrows」はこちら

https://www.fmworld.net/product/
phone/biz/

https://www.fcnt.com/

レンタルに含まれるご提供品
■ arrows BZ本体
■ ACアダプタ
■ スマートフォンケース
■ ワイド保証サービス

最短
ヶ月
から

ご利用可能
3

導入時の費用
負担を平準化
したい

資産管理が大
変なので資産
化したくない

イベントなど、一定
の期間だけ限定で
利用したい

試しに使って
みたいこんな

お客様に
ピッタリ
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