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（株式会社ジュピターテレコム）

＜別紙＞
▼ 新端末「arrows M02」の概要
モデル名
メーカー
カラー
サイズ
防水/防塵
質量※電池パック含む
電池容量
連続通話時間
待ち受け時間
CPU
OS
ディスプレイ
カメラ
NFC/FeliCa
端末価格

キャンペーン

その他の特長

arrows M02（アローズ エムゼロニ）
富士通
Royal Blue（ロイヤルブルー） ※J:COM限定色
141×69×8.9mm
IPX5、IPX8 / IP6X
149g
2,330mAh
780分
610時間
MSM8916クワッドコア1.2GHz
Android™ 5.1.1
5.0”HD有機ELディスプレイ（1,280×720）
メイン：810万画素
サブ：240万画素
対応
40,800円（税抜）※24回払いの場合は1,700円（税抜）／回
「J:COM MOBILE スマホセット [3GB]」
（2年契約）と、「J:COM TV」もしく
は「J:COM NET」
（40M以上）へ加入されると端末代金が7,800円（税抜）と
なります。
※端末代金の支払い方法は、一括もしくは24回の分割払いです。キャンペーンの適用により、
毎月の分割払い相当額を24カ月間、毎月1,375円（税抜）割引きします。支払い期間中に解約
の場合は、残金を一括でお支払いただきます。
※キャンペーン期間：2016年2月18日から2016年5月8日まで

・J:COM限定カラーのロイヤルブルー
・防水・防塵タイプ
・おサイフケータイ®対応
・au VoLTE対応
・「J:COM オンデマンドアプリ」、「J:COM サポートアプリ」（使い方を動画等で説
明）、「Wi-Fi かんたん設定」など、J:COM オリジナルのアプリをプリインストール
・「緊急地震速報」アプリも搭載

外観イメージ
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▼新色追加のJ:COMオリジナル端末「LG Wine Smart」の概要
日本初上陸の「LG Wine Smart」（LG Electronics製）」を2015年10月よりJ:COMが独占提供しています。
モデル名
メーカー
カラー
サイズ
質量※電池パック含む
電池容量
連続通話時間
待ち受け時間
CPU
OS
ディスプレイ
カメラ
Bluetooth®／Wi-Fi
SMS機能
端末価格

キャンペーン

その他の特長

LG Wine Smart （LGS01）
LG Electronics
ネイビー、ブラウン、ワインレッド（2016年4月以降）
117.7×58.7×16.6mm
143g
1,650mAh
185分以上
830時間
MSM8909クアッドコア1.1GHz
Android™ 5.1.1
3.2”HVGA TFT液晶（320×480）
メイン：300万画素
サブ：30万画素
®
Bluetooth 4.1 ／ IEEE 802.11 b/g/n
利用可能
33,000円（税抜）※24回払いの場合は1,375円（税抜）／回
「J:COM MOBILE スマホセット [3GB]」
（2年契約）と、
「J:COM TV」
もしくは「J:COM NET」
（40M以上）へ加入されると端末代金が実質無
料となります。
※端末代金の支払い方法は、一括もしくは24回の分割払いです。キャンペーンの適用に
より、毎月の分割払い相当額を24カ月間割引きします。支払い期間中に解約の場合は、
残金を一括でお支払いただきます。
※キャンペーン期間：2016年2月1日から2016年5月8日まで

・国内での取り扱いはJ:COMだけ！
・タッチパネル操作およびテンキー文字入力が可能
・Google Play™ からのアプリのダウンロードにも対応
・「ざっくぅキー」搭載！よく使う機能にワンタッチでアクセスできる
・高級感あふれるレザー調のリアカバー
・「J:COM オンデマンドアプリ」、「サポートアプリ」（使い方を動画等で説明）、
「かんたん Wi-Fi 設定」など、J:COM オリジナルのアプリをプリインストール
・「緊急地震速報」アプリも搭載

外観イメージ
↑

端末クローズ時

＜ネイビー＞

＜ブラウン＞

＜ワインレッド＞
（2016 年 4 月以降）

端末オープン時
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▼ アクセサリー
端末ご購入時に、下記のアクセサリーをセット販売します。
富士通 arrows M02 用
カバー・保護フィルムセット

SD カード

イヤホン

メーカー

株式会社レイ・アウト

サンディスク株式会社

スタンダード電気株式会社

名称

富士通 arrows M02 用
カバー・保護フィルムセット

サンディスク ウルトラ プラス
microSDHC™ UHS-I カード
32GB

SAL CASUAL イヤホン マイク
（amadana）
カラー：ブラック

3,600 円（税抜）

8,400 円（税抜）

3,600 円（税抜）

価格

※24 回払いの場合は 150 円

※24 回払いの場合は 350 円

※24 回払いの場合は 150 円

（税抜）／回

（税抜）／回

（税抜）／回 ★単品での購入不可

備考

SD カードを含む 2 品目以上ご購入の場合、追加 1 品目あたり 50 円の割引となります。
例）
SD カード +1 品：分割払いの場合 50 円引き、一括払いの場合 1,200 円引き
SD カード +2 品：分割払いの場合 100 円引き、一括払いの場合 2,400 円引き

▼ 端末保証サービス（「LG Wine Smart」、「arrows M02」のいずれも同内容）
故障、破損、水濡れなど万が一のトラブルの際に、電話一本で交換機器を短期間でお届けします。
窓口
J:COMカスタマーセンター 0120-999-000 （AM9:00～PM9：00 年中無休）
月額料金
380円（税抜）／台
交換機器代金
1回目：5,000円（税抜）
2回目：8,000円（税抜）
3回目以降：19,800円（税抜）
保証期間
最長36カ月
加入条件
「J:COM MOBILE スマホセット [3GB]」の端末購入時のみ加入可能です。
「おまかせサポート」
月額500円（税抜）／世帯の「おまかせサポート」に加入している場合は、端末交換時
契約者
の出張対応も無料で受けられます。※データ移行は有料
＊
＊
＊
＊
＊
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＊
＊
＊
＊

「Android」「Google Play」は、Google Inc. の商標です。
「Wine Smart」は、LG Electronics Inc.の商標または登録商標です。
「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, Inc.USAの登録商標です。
「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。
その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
仕様は予告なく変更される場合があります。
au VoLTE対応機種同士（auの4G LTEエリア内）の場合、高音質通話となります。その他の場合は、従来の音質相当での通話となります。
実際の音声品質は、電波環境や回線の混雑状況により変化します。
KDDI株式会社が提供するシンクコール・ボイスパーティーはご利用いただけません。
au VoLTE対応機種は、日本国内において3G通信はご利用いただけません。

以上
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