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This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.
The device complies with 15.205 of the FCC Rules.
Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference 
to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to 

which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and 

for additional suggestions.
Warning
The user is cautioned that changes or modifications not expressly 
approved by the manufacturer could void the user's authority to operate 
the equipment.

FCC notice
This model device meets the U.S. Government's requirements for 
exposure to radio waves.
This model device contains a radio transmitter and receiver. 
This model device is designed and manufactured not to exceed the 
emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the 
FCC of the U.S. Government. 
These limits are part of comprehensive guidelines and establish 
permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines 
are based on standards that were developed by independent scientific 
organizations through periodic and thorough evaluation of scientific 
studies.
The exposure standard for wireless tablet PC employs a unit of 
measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR).  The SAR 
limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using 
standard operating positions as accepted by the FCC with the device 
transmitting at its highest certified power level in all tested frequency 
bands. Although the SAR is determined at the highest certified power 
level, the actual SAR level of the device while operating can be well 
below the maximum value. This is because the device is designed to 
operate at multiple power levels so as to use only the power required to 
reach the network.
In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the 
lower the power output level of the device.
Before a tablet PC model is available for sale to the public, it must be 
tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the limit 
established by the U.S. government-adopted requirement for safe 
exposure. The tests are performed on position and locations (for 
example, worn on the body) as required by FCC for each model.
While there may be differences between the SAR levels at various 
positions, they all meet the U.S. government requirements.
The FCC has granted an Equipment Authorization for this model device 
with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF 
exposure guidelines. SAR information on this model device is on file with 

FCC RF exposure information

the FCC and can be found under the Equipment Authorization Search 
section at
http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ 
(please search on FCC ID YUW-FJT21).
For body worn operation, this device has been tested and meets the FCC 
RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this 
product or when used with an accessory that contains no metal.
※ In the United States, the SAR limit for wireless tablet PC used by the 

general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of 
tissue. SAR values may vary depending upon national reporting 
requirements and the network band.

The product “FJT21” is declared to conform with the essential 
requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and 
Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.
The Declaration of Conformity is found on
http://www.fmworld.net/product/phone/

This Tablet PC complies with the EU requirements for exposure to radio 
waves.
Your Tablet PC is a radio transceiver, designed and manufactured not to 
exceed the SAR* limits** for exposure to radiofrequency (RF) energy. 
While there may be differences between the SAR* levels of various 
device and at various positions, they all meet*** the EU requirements for 
RF exposure.
* The exposure standard for Tablet PC employs a unit of measurement 

known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
** The SAR limit for Tablet PC used by the public is 2.0 watts/kilogram 

(W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The 
Council of the European Union. The limit incorporates a substantial 
margin of safety to give additional protection for the public and to 
account for any variations in measurements.

*** Tests for SAR have been conducted using standard operating 
positions with the device transmitting at its highest certified power 

Declaration of Conformity

level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined 
at the highest certified power level, the actual SAR level of the device 
while operating can be well below the maximum value. This is 
because the device is designed to operate at multiple power levels so 
as to use only the power required to reach the network. In general, 
the closer you are to a base station antenna, the lower the power 
output.

Warning
This device have been tested to comply with the Sound Pressure Level 
requirement laid down in the applicable EN 50332-1 and/or EN 50332-2 
standards. Permanent hearing loss may occur if earphones or 
headphones are used at high volume for prolonged periods of time.
Prevention of Hearing Loss
Warning statement requirement under EN 60950-1:A12.

Warning: To prevent possible hearing damage, do not listen to 
high volume levels for long periods.

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」お
よびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制
（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合がありま
す。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任お
よび費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続
きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

■ 商標について
• microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLC
の商標です。

• Bluetooth® smart readyワードマークおよびロゴ
は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、
富士通株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

• Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi 
CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2、Wi-Fi Protected 
Setup、Wi-Fi Direct、MiracastはWi-Fi Allianceの商標
または登録商標です。

• Microsoft®、Windows®、Windows Media®、Windows Vista®、
PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他
の国における商標または登録商標です。

• Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国のMicrosoft 
Corporationの商品名称です。本書ではExcel、Wordのように表記し
ている場合があります。

• QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

輸出管理規制

知的財産権について

• 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Document Viewerを搭載
しています。
ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の
国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。
Copyright © 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

•「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その
他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属し
ます。

• 本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受
けた絵文字が含まれています。

• は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
• Copyright(C) 2012 DigiOn, Inc. All rights reserved.
デジオン、DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標で
す。

• StationTV®は株式会社ピクセラの登録商
標です。



富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社

お客さまセンター
お問い合わせ先番号

総合・料金について（通話料無料）

Pressing “zero” will connect you to an operator, after calling “157” on your au 
cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について（通話料無料）

安心ケータイサポートセンター

受付時間　9:00～21:00（年中無休）
0120-925-919

0120-977-033
0120-977-699

一般電話／au電話から

紛失・盗難・故障について（通話料無料）

0077-7-111

0077-7-113 113番

157番

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利
用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電
池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず　　マークのあ
るお店で回収し、リサイクルを行っています。
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• TouchSense® Technology and MOTIV™ 
Integrator Licensed from Immersion 
Corporation and protected under one or 
more of the following United States 
Patents:
5844392, 5959613, 6088017, 6104158,
6147674, 6275213, 6278439, 6300936,
6424333, 6424356, 6429846, 7091948,
7154470, 7168042, 7191191, 7209117,
7218310, 7369115, 7592999, 7623114,
7639232, 7656388, 7701438, 7765333,
7779166, 7821493, 7969288 and additional patents 
pending.

• TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標で
す。

• FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登
録商標です。

• FlickrはYahoo, Inc.の登録商標です。
• Google、Googleロゴ、Android、Androidロゴ、Google Play、
Google Playロゴ、Google Chrome、Google Chromeロゴ、Gmail、
Google Calendar、Googleマップ、Googleマップナビ、Google＋ハ
ングアウト、Google検索、Google音声検索、Google+、Google+
ローカル、PicasaおよびYouTubeは、Google Inc.の商標または登録
商標です。

•「Skype」、関連する商標、ロゴ、および「S」マークは、Skypeの商標で
す。

•「Jibe」はJibe Mobile株式会社の商標です。
•「UD新丸ゴ」は、株式会社モリサワより提供を受けており、フォント
データの著作権は同社に帰属します。

• AOSS™は株式会社バッファローの商標です。

• DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living 
Network Allianceの商標です。DLNA®, the DLNA Logo and 
DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or 
certification marks of the Digital Living Network Alliance.
本機のDLNA認証は富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社が
取得しました。

• ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-
GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi 
Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内に
おける商標または登録商標です。

•「GREE」は、日本で登録されたグリー株式会社の登録商標または商標
です。

• ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標
です。

• MHLおよびMHLロゴは、MHL, LLCの商標または登
録商標です。

• TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式
会社の登録商標です。

• Copyright © 2010 - Three Laws of Mobility. All 
Rights Reserved.

•「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標で
す。

• aptXはCSR社の登録商標です。
• EPSONはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
• その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標ま
たは登録商標です。

■ その他
本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュール
が含まれています。

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセ
ンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載す
る場合においてのみ使用することが認められています。
• MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画（以下、MPEG-4 Video）を記
録する場合

• 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された
MPEG-4 Videoを再生する場合

• MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 
Videoを再生する場合
プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合に
は、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
• 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的
に、且つ非商業的な使用のために（i）AVC規格準拠のビデオ（以下
「AVCビデオ」と記載します）を符号化するライセンス、および／また
は（ii）AVCビデオ（個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様
により符号化されたAVCビデオ、および／またはAVCビデオを提供
することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから
入手したAVCビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾されて
おります。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾
がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, LLC
から入手できる可能性があります。
http://www.mpegla.com をご参照ください。

• 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人
的に、且つ非商業的な使用のために（i）VC-1規格準拠のビデオ（以下
「VC-1ビデオ」と記載します）を符号化するライセンス、および／また
は（ii）VC-1ビデオ（個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様
により符号化されたVC-1ビデオ、および／またはVC-1ビデオを提供
することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから
入手したVC-1ビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾され
ております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許
諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, 
LLCから入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.com をご参照ください。
• libtiff
Copyright© 1988-1997 Sam Leffler
Copyright© 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this 
software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee, provided that (i) the above copyright 
notices and this permission notice appear in all copies of 
the software and related documentation, and (ii) the names 
of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any 
advertising or publicity relating to the software without the 
specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon 
Graphics.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR 
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS 
BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY 
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF 
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 
USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

■ Windowsの表記について
Windows 8は、Microsoft® Windows® 8、Microsoft® Windows® 8 
Pro、Microsoft® Windows® 8 Enterpriseの略です。
• Windows 7は、Microsoft® Windows® 7（Starter、Home Basic、
Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate）の略です。

• Windows Vistaは、Windows Vista®（Home Basic、Home 
Premium、Business、Enterprise、Ultimate）の略です。

• Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional 
operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home 
Edition operating systemの略です。

■ オープンソースソフトウェアについて
• 本製品には、Apache License V2.0に基づきライセンスされるソフ
トウェアに富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社が必要な改
変を施して使用しております。

• 本製品には、GNU General Public License(GPL)、GNU Lesser 
General Public License（LGPL）、その他のライセンスに基づくソフ
トウェアが含まれております。
ライセンスに関する詳細は、FJT21のホーム画面で →「タブレッ
ト情報」→「法的情報」→「オープンソースライセンス」をタップしてご
参照ください。

• オープンソースライセンスに基づき富士通モバイルコミュニケーショ
ンズ株式会社が公開するソフトウェアのソースコードは、下記サイト
で公開しています。詳細は下記サイトをご参照ください。
http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/develop/sp/android/


