
製品カタログ FUJITSU スクールタブレット ARROWS Tab Q507/PE 

http://www.fmworld.net/biz/schooltablet/ 

ARROWS Tab Q507/PE （文教モデル） 
FUJITSU 10.1型ワイド防水タブレット 

各種画面はイメージです。 
※1：砂・泥などが付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。付着したまま拭き取りなど行うと画面や本体に傷がつきます。 
※2：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の破損を保証するものではありません。 

落下衝撃に強いラウンド形状設計！  

ラウンド形状と額縁を広く取
ることで衝撃を軽減。破損や
液晶の割れを防ぎます。 

122cmからの 
  落下試験実施※2 

「スクールタブレット」 は富士通の登録商標です 

屋外利用でも安心！防水・防塵設計※1 

さらに進化した 
安心・快適 

「スクールタブレット」 

「ブルーライトカットモード」を標準搭載 キーボードと合わせて1kg未満の軽量設計 

ノートに近い書き心地を実現したペン 

従来モデルと比較しキーボードを300g以上軽量化。底面カバーの
素材をプラスチックからマグネシウム合金に変えることにより、強度を
維持しつつ児童生徒が持ち運びしやすい重量になりました。 
タブレットの利用シーンがさらに広がります。 

高感度タッチパネルを搭載し、まるで紙に鉛筆で書くような
感覚の書き心地を実現。本体にペンを収納できるため、
紛失・破損防止に役立ちます。ペンは電池交換不要です。 

【プラスチック】 【マグネシウム合金】 

体育の授業で活躍！撮りたい瞬間を逃さないカメラ  

× ◎ 
Windows標準カメラでは 
体育館での撮影の際 
ブレたりすることも。 

YouCamMobileなら 
薄暗い場所や動きが早い 
被写体でも綺麗に撮影！ 

LEDディスプレイから出るブルーライトをカットする機能を標準装備。  
本体横のステータスパネルスイッチから簡単に切替が可能です。 
標準時と比較し、約30％のブルーライトをソフトウェアでカットします。 
市販のフィルムを貼る必要がないため、ペンの書き味やフィルムの 
劣化を気にせず使用できます。 

NEW 

  付属の紐を付けることでペン紛失防止に役立ちます 

体育の授業や家庭科など使う場所を選ばない安心の 
防水・防塵設計。塩素が多く含まれるプールの水にも 
対応。水中でのフォームを撮影することも可能です。 
先生の要望に応え、防水機能を強化しました。 

NEW NEW 

アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格
試験をクリアした耐久性・堅牢性を備えて 
いるので安心してご活用いただけます。 

MIL-STD810G試験クリア 



お問い合わせ先 

Copyright  2016 FUJITSU LIMITED 

富士通コンタクトライン（総合窓口） 

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 

 2016年12月_5版 

http://jp.fujitsu.com/solutions/education/school/ 

製品カタログ FUJITSU スクールタブレット ARROWS Tab Q507/PE 

■主な仕様（詳細は「法人向けノートPC タブレット カタログ」を参照ください） 

Q507/PE 10のこだわり 

■主なオプション ※価格は希望小売価格(税別) （本体同時購入の場合、型名・希望小売価格が異なります） 

① 防水・防塵・耐薬品 

急な雨や家庭科室での利用も安心な防水設計。  
プールでの利用もOK。また防塵設計なので屋外 
利用時も安心。耐薬品に対応(オプション)するため
アルコールでの本体拭き取りが可能です。  

③ 専用カメラアプリ搭載 

専用アプリ「YouCamMobile for FUJITSU」を 
プリインストール。体育の授業などの動きが激しい 
シーンや屋内の暗い場所での撮影に最適です。  
※「YouCamMobile for FUJITSU」はWindowsストアアプリです 

④ 圧倒的なペンの書き心地 

書き始めの位置のズレを抑え、追従性を高める 
ことで、紙と鉛筆に近い書き味を実現。思い通り 
に字が書けます。ペンは本体に収納することができ、 
ペン紐も本体に取付が可能です。 

⑤ スピーカーを前面に配置 

朗読や英語の発音練習の際、より聞き取り易くする
ため、スピーカーを本体前面両サイドに配置しました。 

⑦ 堅牢性 

MIL-STD-810G試験をクリア。122cmからの 
落下試験のほか、振動・衝撃・粉塵・湿度など 
悪条件下での厳しい試験をクリアしています。 

⑧ ブルーライトカットモード 

標準時と比較し約30％のブルーライトをカットする 
機能を標準搭載。本体側面のステータスパネル 
スイッチからボタンひとつで設定変更可能です。 

⑨ 豊富なアクセサリ 

屋外授業や体育館で活躍するショルダーストラップ 
・ハンドストラップや堅牢性がアップするフォリオカバー 
など豊富なアクセサリを用意。パソコン教室などで 
拡張クレードルを使えば有線LAN接続が可能です。 

⑥ 滑りにくい 「School Grip」 

本体の四隅に滑りにくいゴム素材を配置。机上での
利用や立てかけた際、滑りにくいので安心です。 

⑩ 状態表示LEDを搭載 

本体前面にOS動作状態が確認可能なLEDを 
搭載。また本体充電時も側面のLEDが点灯する 
ため充電忘れを防ぎます。 

軽量スリムキーボード（約365g） 
型名：FMV-NKB19／15,800円 

拡張クレードル 
型名：FMV-NDS29／23,560円 

スリムキーボード（約670g） 
型名：FMV-NKB14／13,700円 

ハンドストラップ付カバー（ショルダーストラップ
対応） 型名：FMV-NCS41／8,200円 

六角形スタイラスペン 
型名：0635202／オープン 

LAN変換アダプタ（USB→LAN） 
型名：FMV-NCBL20／4,200円 

フォリオカバー 
型名：FMV-NCS43／8,200円 

VGA変換アダプタ（USB→VGA） 
型名：FMV-NCBL21／4,200円 

※耐薬品は 
  カスタムメイド 

詳細は        で。 

富士通文教タブレット  動画  検 索 

※富士通 文教タブレット「ARROWS Tab Q506/ME」 - YouTube 

※使用薬品詳細はカ 
タログをご確認ください 

② 持ち運びし易い軽量設計 

本体とキーボード合わせて999g以下の軽量化を
実現。 持ち運びも楽々です。 

Q507/PE（文教モデル）

赤字：カスタムメイドで選択可

本体/カスタムメイド型名

希望小売価格（税別）

Windows10 Pro 64bit

Windows10 Home 64bit

Windows10 8.1Pro 64bit（Windows10Proダウングレード）

Win10 Pro/FARQ14011 : 97,200円

Win10 Home/FARQ14012 ： 85,300円

Win8.1 Pro(DG)/FARQ14013 : 97,200円

インテル® Atom™ プロセッサー x5-Z8550    1.44GHz

（インテル®バースト・テクノロジー対応：最大 2.40GHz）

メインメモリ 標準/最大 LPDDR3 4GB オンボード

パネルサイズ・解像度等 約10.1型ワイド　1920x1200(WUXGA) ・ アンチグレア(非光沢)液晶

入力方式
電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属) /

静電容量方式タッチパネル

64GB(Office選択不可) / 128GB

Win10 Pro/FMCHDD0FA ： 18,400円

Win10 Home/FMCHDD0FB ： 18,400円

Win8.1 Pro(DG)/FMCHDD0FC ： 18,400円

デジタルステレオマイク/ステレオスピーカー

フロント 約200万画素

リア（モバイルライト付き） 約800万画素

無線LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠

無線WAN × / ○ (KDDI、Softbank、docomo対応)

有線LAN
× / ○ (拡張クレードルまたはLAN変換アダプタ選択時、

WOL対応は拡張クレードル利用時のみ)
LAN変換アダプタ添付/FMCACC01T：3,800円

Bluetooth Bluetooth V.4.1準拠

NFC ×

GPS ×

指紋センサー ×

スマートカード ×

盗難防止取り付け穴 ×

セキュリティチップ（TPM） ○

CLEARSURE 3G/LTE ×

ダイレクト・メモリースロット micro SDメモリーカード × 1

外部ディスプレイ micro HDMI × 1

ヘッドフォン・ラインアウト端子

マイクイン・ラインイン端子

USB（フル） USB3.0 x1（左側面）,  USB2.0 x1（右側面）

防水・防塵 防水（IPX5/7/8）・防塵（IP5X）

耐薬品 × / ○ FMCSEC0AA：2,800円

軽量スリムキーボード

スリムキーボード
× / ○

FMCKBD058（軽量）：13,200円

FMCKBD03H：11,400円

クレードル × / ○ FMCPTR00Y：19,600円

約10.0時間 ※充電時間：約4.0時間

 264.0  x　169.7 x 11.8mm

本体：約635g ，本体＋軽量スリムキーボード：約999g

・ステータスパネルスイッチ：画面回転ON/OFF、省電力モード切替、ブルーライトカットON/OFF、CPUパフォーマンス切替設定可能

・端末診断ツール：タブレットの状態（バッテリー残量や無線LAN接続、ドライバの動作状態やバージョン）を簡単に確認可能

・バッテリーユーティリティ：バッテリー劣化状況・充電サイクル数を表示

・YouCam Mobile for FUJITSU：体育館などの薄暗い場所や動いている被写体が撮影しやすいタブレット専用カメラアプリ

主な標準添付ソフトウェア

アクセサリ

バッテリー駆動時間

外形寸法（WｘDｘH） ※突起部含まず

質量

φ3.5mmステレオ・コンボジャック

インターフェース

堅牢性

OS

CPU

表示機能

フラッシュメモリディスクドライブ

オーディオ機能

カメラ

通信機能

セキュリティ



製品カタログ FUJITSU 文教ソリューション K-12 学習情報活用 知恵たま 【第10版】 

K-12 学習情報活用 知恵たま 

FUJITSU 文教ソリューション 

http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/education/school/learning/chietama/index.html 

※1: Color Universal Design: 色弱者（色覚・色盲と呼ばれる人・高齢者など）にも識別できる色／デザイン 

手元の端末で教材を見る 

  

CUD ※1 マーク取得 特許出願済 

自然に蓄積 

C校 

B校 

実践ノウハウ共有 

学校経営への活用 

学校でのICT活用は、これまでのPC教室のみでの活用から普通教室、全ての教科へと活用場面が広がっています。   
「知恵たま」は、全ての先生が様々な教科で簡単に使え、使っているだけで教材や授業実践などの知恵が自然にたまります。      
たまった知恵は、学校内や学校間で共有、活用することができます。 

学校間でICTを活用した 
授業実践の共有も可能です 

モデル校で知恵たまを導入すると、 
  先進校の知恵が皆の知恵に！ 

特長② 

学習情報を 
活用 

A校 

成長の可視化 
知恵たまだから 
出来ること  

振り返り 

 自分の考えをまとめる 

授業で活用 

教材を大型モニタに提示する 

意見を共有、発表する 

特長① 

簡単操作 

知恵たまのデータは「日付」「教科」「単元」などの情報を持っているため、 

・特定の児童生徒にフォーカスして成長の記録を確認 
・単元を通して時系列でプロセスを確認 



お問い合わせ先 

製品カタログ 

http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/education/school/learning/chietama/index.html Copyright  2017 FUJITSU LIMITED 

FUJITSU 文教ソリューション K-12 学習情報活用 知恵たま 【第10版】 

富士通コンタクトライン（総合窓口） 

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 

2017年1月 

※記載している仕様・デザインなどは予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。 

■ 動作環境 

■ 価格 

  サーバ 
 OS: Windows Server 2012 R2   
  必須ソフトウェア※：JRE1.8.0, Apache2.4.20, Tomcat7.0, PostgreSQL9.3 

  クライアント 
 OS：Windows8.1(32bit,64bit), Windows10(64bit)  ブラウザ: Internet Explorer11,MS Edge 
  必須ソフトウェア※：.NetFramework  4.5.2, 4.6  

 中継サーバ (PC) 
 OS: Windows Server 2012 R2（Windows8.1, Windows10） 
 必須ソフトウェア※：JRE1.8.0, Apache2.4.20, Tomcat7.0   【学校間共有時に中継サーバ有の場合のみ】  

※必須ソフトウェアは無料でダウンロードいただけます。 

型名  品名  価格 備考 

A514C41L  K-12 学習情報活用 知恵たま V2 メディアパック  ¥5,000  必須、一括買取の価格です 

A514941M  K-12 学習情報活用 知恵たま V2 基本（1クライアント付） ¥100,000  必須（サーバライセンス＋管理者用ID） 
 一括買取の金額です 

A514941N  K-12 学習情報活用 知恵たま V2 追加1クライアント ¥4,000  最小1クライアント～（端末台数分） 
 一括買取の金額です 

A514041MM  K-12 学習情報活用 知恵たま V2 基本（1クライアント付）プログラムサポート ¥1,250(月額)  この他にも年額の製品形態がありますので、  
 お問い合わせください。 

A514041NM  K-12 学習情報活用 知恵たま V2 追加1クライアント プログラムサポート ¥50(月額) 

http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/education/school/learning/chietama/trialmenu/ 

教育関係機関の皆様を対象に、3か月間無料で知恵たまをご利用いただけるトライアル環境をご用意しました。 

知恵たまの製品版とほぼ同等の機能を操作・体験いただけます。※インターネットにアクセスできる環境が必要です。 

知恵たま 無料体験版 検索 

知恵たまを活用したアクティブラーニング実践事例をご紹介しています。たまった板書記録は、授業研究にも活用されています。 

YouTube 知恵たま 検索 川崎市立川崎小学校 https://www.youtube.com/watch?v=j2pX49cUih0  

・ラクラク授業準備【先生】 
 ファイルは時間割にドラッグ＆ドロップするだけで授業準備が完了します。 
 Officeなどの、先生がこれまでお使いワークシートもそのまま活用できます。 

・ラクラク提出/保存【児童生徒】 
 「提出」[閉じる]ボタンを押すだけで、簡単保存。保存先の指定やファイル    
 名などを指定する必要はありません。 

・画期的！タグ付け保存 
 自動的に[日付][教員名][児童生徒名][学年][クラス][教科][単元]  
 がタグ付けされ、知恵たまに保存されます。 
  
  

※この他にも授業中に利用する機能として、 
モニタリング・一斉表示、カメラ・ペンなどの 
機能も搭載しています。 

1学期 2学期 3学期 

◆知恵たまで使用できるファイル 
・Microsoft Office ・PDF ・テキストファイル 
・画像(JPEG、PNG、BMP) ・動画(MPEG4、AVI) 
・インターネットのURL(NHK for Schoolなど) など 
 

・カギを外すと児童生徒に配布 

◆ 複 数 校 で 共 有 で き る サ ー バ に 知 恵 た ま を 導 入 す る と 、 他 校 へ の 教 材 共 有 も 可 能 に な り ま す 。 ◆                

知恵たまの機能 

・データを欲しい観点で検索 
 フォルダ構成を持たない仕組みのため、ファイルにタグ付けされたキーワード 
 情報をもとに、検索することができます。 
 ■教職員から探す：例) 授業見学した斉藤先生の教材を使いたい 

教科 学年 単元を選んで検索 

学校 教員を選んで検索 

年度 クラス 児童生徒を選んで検索 

■教科・単元から探す：例）同一単元の板書記録を比較したい 
 

■児童生徒から探す：例）保護者面談で、木村さんの成長過程をみせたい 

活用 
事例 

無償 
トライアル 
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