
スマートデバイスサービス LTE Ｆ タイプS
FUJITSU Managed Infrastructure Service FENICSⅡ ユニバーサルコネクト

＜営業部門、保守部門、配送部門など

外出先からの電話連絡が多いお客様におすすめ＞

ビジネスに最適なスマホをご提案

（端末利用料＋国内通話／パケット利用料）※

ビジネス利用に最適なスマートフォンが端末代金込み、サポートデスク付で国内音声は定額で話し放題！

端末利用料
音声通話料(定額)

ARROWS 
Smartphone
M305/KA4

モバイル回線
（通信SIM）

富士通モバイル
サポートデスク

端末＆OS
サポートパケット利用料(1GB)

Browser 
for FENICS

セキュアブラウザ
利用料

月額
4,780円

 国内通話料込み
 高速データ通信が

1GBまで

①他の携帯キャリアよりも安価な定額プラン

②月内で20分以上通話する場合は
MVNO事業者よりもお得

※別途。初期費3,000円が必要です。
※月間の通信量が１Gを超えた場合は通信速度が128Kbpsに制限されます。

(月間の通信量３G (月額6,280円)、 7G(月額7,680円) のプランもございます）
※本サービスの最低利用期間は24ヶ月になります。
※提供する回線の電話番号は新規で払い出しとなります。

通話料が定額なので音声通話の
多いお客様も安心して利用可能！

富士通だ
け！

※詳細は、裏面をご参照ください。

万全のセキュリティ

指紋認証で不正使用や情報漏えいをシャットアウト！

端末暗号化やSDカード暗号化で情報をしっかり守ります。

バッテリー長持ち

法人向けスマートフォンとして安心の2,500mAh電池と省電
力設計。消費電力が少なく、バッテリーが長持ちするから、屋
外での利用時も安心です。

防水(IPX5/IPX8)
・防塵(IP5X)・耐薬品

優れた耐落下性能で
落としても安心

防水・防塵仕様のため、屋外や現場などでの作業もOK！また、
タッチパネルは軍手や手袋※をしたままでも使用可能です。

※厚さ2mm未満。手袋の素材によっては
正確に認識・判別されない場合があります。
※対象耐薬品は、エタノール、IPA、次亜塩
素酸ナトリウムです

当社独自の厳しい評価基準で試験※を実施しています｡

※落下試験：1.5mより落下、 衝撃試験、
振動試験 など

使いやすい！

頑丈設計!!

富士通 法人向けAndroidスマートフォン
ARROWS Smartphone

M305/KA4

テザリングもOK！

聞き取りやすくする「スーパーはっきりボイス４」
クリアな音声で届ける「スーパーダブルマイク」
太陽光の下でも見やすい「スーパークリアモード」
手書き・音声入力が可能な「NX!input」など、
使いやすさの工夫が各所に盛り込まれております。

連続通話時間：約670分
連続待受時間：約950/700時間（UMTS/LTE)

富士通
(通話料定額)

携帯キャリア
(通話料定額)

MVNO事業者
(従量制通話料)

基本利用料(通話料込)

基本利用料(通話料込)

¥4,78
0

¥6,880

基本利用料 通話料

①

②

25分通話分

¥4,866～

0
0



セキュアにどこからでもメールが確認でき、業務効率化が図れます

スマートフォンの内線活用で業務の効率化、コスト削減が可能です

富士通コンタクトライン 0120-933-200
受付時間 9：00 ～ 17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

Copyright  2016  FUJITSU LIMITED http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/

FENICSⅡ ユニバーサルコネクトのお問い合わせはこちらまでお願いします。

●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。
●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

社外

Browser for FENICS

※音声定額プラン(スマートデバイスサービス LTE Fタイプ/S)のご契約でBrowser for FENICSが利用できます。

Internet

Office 365 Google APPS
Office 365、Google APPSの
メール、スケジュールをどこからで
も簡単に、セキュアに確認！

使いやすくて便利

安全で運用がラク
・端末にデータが残らないので、万一紛失しても情報漏えいのリスクが低い！
・ログイン時にはID/PWに加えて機体認証も行い強固なセキュリティを実現

・Browser for FENICSにログインすれば、Office365/google APPSに自動でログインできます

【ご参考】Browser for FENICSからのイントラ環境へのアクセスについて
FENICSビジネスネットワーク(ビジネスマルチレイヤーコネクト、ビジネスVPNプラス等)を別途ご契約いただくことで、SaaS系サービスだけでなく、イントラ環

境へのアクセスも可能です。これにより、イントラ環境内のExchangeサーバや、Lotus Notesへアクセス可能となります。

項 品名 標準価格 数量 合価

1 固定電話機 ¥37,000 24 ¥888,000

2 固定電話機収容ハード（PBX用) ¥60,000 3 ¥180,000

合計 ¥1,068,000

項 品名 標準価格 数量 合価

1 スマートフォンアダプタ ¥200,000 1 ¥200,000

2 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀ収容ﾊｰﾄﾞ（PBX用） ¥140,000 1 ¥140,000

3 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ｸﾗｲｱﾝﾄｿﾌﾄ ¥0 24 ¥0

合計 ¥340,000

社内は固定電話機、社外はフィーチャーフォンの２台運用をスマートフォン１台に統合できます。

業務効率化
・自席以外でも電話にとらわれず業務が遂行でき、業務の効率化が図れます。
・スマートフォンに変えても、ピックアップ、グループ保留などの内線機能が利用できます。

代表電話
社内は
固定電話

外出先では
フィーチャーフォン

外出先 社内 PBX
導入前

･･･

代表電話

PBX
導入後

ピックアップ※
（代理応答）

外出先 社内

MobiSart
スマホアダブタ

社内の内線
もスマホ

社外も
スマホ

社員1人に固定電話機／
社外用携帯電話の2台が必要

コスト削減

スマートフォン１台で
社内も外出先も利用可能

24台分の固定電話機(107万円)をスマートフォンに変更(34万円)で73万円のコスト削減を実現

※機器費のみ。 設定作業費、工事諸費用および、フィーチャー・フォン及びスマートフォンの端末費用回線月額費などは含まず。

※ピックアップはPBXが「LEGEND-V」及び「IP Pathfider S」の場合のみ可能です。【特長】

お問い合わせ先

このカタログに掲載されている内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
MBST003-1  2016年1月
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FUJITSU Network MobiSart （モビサート）

BYOD(Bring Your Own Device）
個人スマートフォンを業務に利用

課題

• 個人利用のスマートフォンを、社内の内線電話機と
して利用したい。

• 会議室・倉庫など、場所にとらわれずにスマートフォン
の内線電話を利用したい。

• 打合せ（会議室）などでも、PCを利用したい。

解決

• スマートフォンに無償アプリ「内線プラス」をインストール
するだけで簡単に内線として利用可能になります。

• MobiSartを設置するだけで、会議室でも転送、ピッ
クアップが可能なスマートフォン内線の利用が可能に
なります。

• 内蔵の無線LAN機能により、手軽に社内の無線
LAN環境を提供できます。

• 個人スマートフォンをピックアップや転送も可能なスマートフォン内線として利用できます。
• 対応機種は、Android / iPhone対応しています。
• 手軽に社内の無線LAN環境を実現。

 こんな課題がありませんか？「 MobiSart 」で解決いたします。

FUJITSU Network MobiSart は、PCやタブレット端末を高速無線LAN接続でIP回線と直結することにより、高速で安定
したインターネット通信環境をご提供します。個人スマートフォンを業務に利用することで、ビジネス対応力を強化・TCO削減を
実現し、利便性に富んだオフィス環境をお届けいたします。

MobiSartで場所にとらわれないコミュニケーション環境を実現

光回線

内線プラス

SIP固定電話機

WiFi利用保留

ピックアップ

転送

短縮ダイヤル

5GHz

2.4GHz

内線を最大32台収容

5GHz
2.4GHz

PC

BYOD

＜個人スマートフォンの内線利用や手軽に
無線LAN環境を構築したいお客様におすすめ＞
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オフィスに新しいスタイル。
場所にとらわれないコミュニケーション環境を実現

FUJITSU Network MobiSartは、小規模オフィスに必要なインフラ機能（SIPサー
バ / ルータ / 無線LANアクセスポイント / スイッチ / PSTN-GW）を、A4サイズ1台に
コンパクトに集約。

導入後

アナログ回線 インターネット回
線

~32内線

• SIPサーバ
• ルータ
• 無線LAN
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

• スイッチ
• PSTN-GW

導入前

光回線

既設電話
設備

ルータ

• SIP固定電話
機

• アナログ電話機
• FMC携帯
• スマートフォン

スイッチ

対応キャリア
• NTT東日本／NTT西日本（ひかり電話オフィスA、
ひかり電話オフィスタイプ）

• KDDI(KDDI光ダイレクト）

SIP固定電話機
の対応機種

• SS-170A2/SS-170B2/SS-170C2

MobiSart仕様の詳細については、カタログをご確認ください。

対応機種
最新の接続確認機器は公開HPよりご確
認ください。

公開HP
http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/featur
e.html

内線プラス クライアントソフトBMobiSart

事務所内でのスマートフォンを利
用した内線電話が可能です。

自席以外でもPCなどの業務
デバイスの利用が可能です。

MobiSart 利用シーン

ピックアップ、転送スマートフォンの内線利用

離席時に電話のピックアップや、
転送が出来る内線電話機とし
て利用が可能です。

無線LAN利用

このカタログに掲載されている内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

Copyright  2016 FUJITSU LIMITED

お問い合わせ先

富士通株式会社
富士通テレフォニーコールセンター TEL (03)3570-5944
受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00
（土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く）

http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/

MBST004-2  2016年1月

●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。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。
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FUJITSU Network MobiSart （モビサート）

課題

• 社外での通話料や拠点間の通話料を削減したい。

• 社内ではピックアップなどが可能な内線電話として利
用したい。

• 打合せ（会議室）などでも、PCを利用したい。

解決

• FMCを利用することで契約間の通話料が定額にな
り通話料を削減することができます。

• 事務所内ではFMC携帯電話をピックアップなどの内
線機能が可能な内線電話と同じように利用すること
ができます。

• 内蔵の無線LAN機能により、手軽に社内の無線
LAN環境を提供できます。

• 内線ワンナンバー（内線番号で携帯電話に連絡が可能）
• 通信コスト削減（通話料金の定額化）
• 追加の専用設備が不要

 こんな課題がありませんか？「 MobiSart 」で解決いたします。

FUJITSU Network MobiSartは、FMC サービス（KDDIビジネスコールダイレクト）と連携することで、携帯電話が企業の
内線電話端末として利用が可能になります。FMC携帯電話を業務に利用することで、ビジネス対応力を強化・TCO削減を実
現し、利便性に富んだオフィス環境をお届けいたします。

MobiSartで場所にとらわれないコミュニケーション環境を実現

FMC（Fixed Mobile Convergence)

携帯電話の内線電話利用

au網

ピックアップ

FMC携帯電話

FMC携帯電話

FMC携帯電話

携帯契約料に1台あたり＋900円/月(税別) IP電話契約料に1chあたり +400円/月(税別)
※同一法人契約のauケータイ／auスマートフォンに限ります。

WiFi利用

PC

※同一CUG内にau携帯電話を含む場合は、回線名義が同一法人名義か、
その関係会社の名義である必要があります。

KDDI
IP電話網

FMC

＜ケータイ／スマートフォンを内線電話として
全国各地でどこでも利用したいお客様におすすめ＞
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オフィスに新しいスタイル。
場所にとらわれないコミュニケーション環境を実現

FUJITSU Network MobiSartは、小規模オフィスに必要なインフラ機能（SIPサー
バ / ルータ / 無線LANアクセスポイント / スイッチ / PSTN-GW）を、A4サイズ1台に
コンパクトに集約。

導入後

アナログ回線 インターネット回
線

~32内線

• SIPサーバ
• ルータ
• 無線LAN
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

• スイッチ
• PSTN-GW

導入前

光回線

既設電話
設備

ルータ

• SIP固定電話
機

• アナログ電話機
• FMC携帯
• スマートフォン

スイッチ

対応キャリア • KDDI光ダイレクト（ビジネスコールダイレクト対応）

SIP固定電話機
の対応機種

• SS-170A2/SS-170B2/SS-170C2

MobiSart仕様の詳細については、カタログをご確認ください。

FMC携帯 auケータイ／auスマートフォン

FMC携帯MobiSart

内線ワンナンバーで、内線番号
でFMC携帯に連絡可能です。

自席以外でもPCなどの業務
デバイスの利用が可能です。

MobiSart 利用シーン

ピックアップ、転送FMC携帯の内線利用

社内から内線電話のように
FMC携帯（外出）に転送が可
能です。

無線LAN利用

※利用可能な機種につきましては、KDDI株式会社へ
お問い合わせください。

このカタログに掲載されている内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

Copyright  2016 FUJITSU LIMITED

お問い合わせ先

富士通株式会社
富士通テレフォニーコールセンター TEL (03)3570-5944
受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00
（土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く）

http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/

MBST005-2  2016年1月

●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。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。
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FUJITSU Network MobiSart （モビサート）

光回線でデータ回線と音声回線を統合
ランニングコスト削減へ

課題

• データ回線と音声回線を統合した光回線を導入し
基本料金と通話料金の通信コストを削減したい。

• 打合せ（会議室）などでも、PCを利用したい。

• 将来はスマートフォン内線の利用も検討したい。

解決

• MobiSartは光回線を収容し、PBX機能とインター
ネットへのアクセスを提供します。

• 内蔵の無線LAN機能により、手軽に社内の無線
LAN環境を提供できます。

• 固定電話機だけでなく追加ライセンス不要でスマー
トフォン内線（内線プラス）の利用が可能です。

• ネットワーク機器と音声機器を収容
• 光回線対応（NTT、KDDI対応）
• オフィス機器のモバイル化

 こんな課題がありませんか？「 MobiSart 」で解決いたします。

FUJITSU Network MobiSart は、小規模オフィスを新規開設する際に必要なインフラ機能（SIPサーバ / ルータ / 無線
LANアクセスポイント / スイッチ / PSTN-GW）を、A4サイズ1台にコンパクトに集約したオールインワン装置です。光回線を収
容し、通信キャリア契約をデータ回線と音声回線を統合することで通信コスト削減につながります。

MobiSartで光回線環境を実現

光回線

通信費削減

SIP固定電話機

ネットワーク機器

音声機器

WiFi利用

PC

サーバ

＜固定電話機運用メインの小規模オフォスにおすすめ＞
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オフィスに新しいスタイル。
場所にとらわれないコミュニケーション環境を実現

対応通信キャリア
• NTT東日本／NTT西日本（ひかり電話オフィスA、
ひかり電話オフィスタイプ）

• KDDI(KDDI光ダイレクト）

SIP固定電話機
の対応機種

• SS-170A2/SS-170B2/SS-170C2

MobiSart仕様の詳細については、カタログをご確認ください。

MobiSart

MobiSart 利用シーン

内蔵のPBX機能によりSIP
固定電話機の内線利用が
可能。

自席以外でもPCなどの業務
デバイスの利用が可能です。

ネットワーク機器の収容固定電話機の運用

事務所のネットワーク機器を収
容しインターネット接続します。

無線LAN利用

対応機種
最新の接続確認機器は公開HPよりご確
認ください。

公開HP
http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/featur
e.html

内線プラス クライアントソフトB

• スマートフォンをピックアップや転送も可能なスマートフォン内線として利用できます。
• 対応機種は、Android / iPhone対応にしています。

光回線

内線プラス

SIP固定電話機

保留

ピックアップ

転送

短縮ダイヤル

5GHz

2.4GHz

内線を最大32台収容

このカタログに掲載されている内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

Copyright  2016 FUJITSU LIMITED

お問い合わせ先

富士通株式会社
富士通テレフォニーコールセンター TEL (03)3570-5944
受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00
（土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く）

http://fenics.fujitsu.com/products/mobisart/

MBST006-2  2016年1月

●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。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

7


