平成 23 年 11 月 17 日

“わが家のかんたんタブレット“
「光 i フレーム２」の提供開始について
■NTT 東日本は、｢フレッツ光｣※1 をご利用のお客様向けに、情報配信サービス「フレッツ・マーケット」※2 に
対応したタブレット端末「光 i フレーム２」※2（以下、本商品）を平成 23 年 12 月上旬（予定）より提供開始
いたします。
■搭載メモリーの増加等による操作性の向上、生活防水対応、バッテリー長時間化、Flash、PDF ファイル
表示機能等の新機能を搭載。
■レンタルでご利用いただく場合、｢フレッツ・マーケット｣利用料を含み、月額 525 円（税込）という前モデル
同様の手軽な料金でご利用いただけます。
■Wi-Fi 設定が無料となる「フレッツ光 WiFi キャンペーン」※3 の対象機器となります。
■「フレッツ・マーケット」で提供するアプリおよび「フレッツ・マーケット」対応端末について、今後のお客様
の利用シーンにあわせて更に拡充していきます。
※1 「フレッツ光」はＮＴＴ東日本の光ブロードバンドサービス（アクセス回線）であり、｢フレッツ 光ネクスト｣ ｢フレッツ 光ライト｣および｢Ｂフレッツ｣
（いずれもインターネット接続サービス）の総称です。
※2 「光 i フレーム２」の主な仕様については【別紙 1】を、「光 i フレーム２」の利用イメージ、「光 i フレーム２」及び「フレッツ・マーケット」をご利用に
なる場合の注意事項については【別紙 2】を、「光 i フレーム 2」と「光 i フレーム ＷＤＰＦ－７０１ＭＥ」の機能比較については【別紙 3】をご参照
下さい。
※3 キャンペーンの詳細は http://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20111117_03.html をご参照下さい。

1．販売価格等
商 品 名

外

光 i フレーム２

観

販売価格

19,000 円（税込：19,950 円）

レンタル料金
＜月額利用料＞

500 円（税込：525 円）※4※5

提供開始日

平成 23 年 12 月上旬（予定）※6

提供地域

ＮＴＴ東日本の営業エリア※7

※4 レンタル料金には「フレッツ・マーケット」利用料が含まれております。「光 i フレーム２」機器単体でのレンタルは行いません。また、最低ご利用
期間が 2 年となっております。（途中解約の場合は、1 台につき解約金 6,825 円（税込）をご負担頂きます。）
※5 前モデルに適用されている「光 i フレーム（レンタル）/フレッツ・マーケット 新規お申し込みキャンペーン（月額利用料無料）」は本商品では適用
されません。
※6 正式な提供開始日については別途、弊社 HP 等でお知らせいたします。また、提供開始日をもって申込受付を開始いたします。（事前申込受
付は実施しておりません）
※7 新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。
＊画像はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。
＊本商品の提供開始に伴い、現在提供中の「光 i フレーム ＷＤＰＦ－７０１ＭＥ」は 2011 年 11 月末で販売終了とさせていただきます。
（レンタルでの提供は継続いたします。）

2．主な特長
（1）操作性の向上
CPU 性能の向上、ならびにシステムメモリーを 512MB に増加するなどの改善を行い、操作性を向上させ
ました。
（2）生活防水対応
レシピ等のアプリをキッチン等でもご利用したいとのご要望を受けて、生活防水※8 に対応いたしました。
※8 生活防水とは JIS/IEC 保護等級の IPX4（あらゆる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの）になります。

（3）バッテリー長時間対応
バッテリー駆動時間を満充電から 4 時間以上にしました。
（4）Flash、PDF ファイル表示対応
Flash、PDF ファイルの表示に対応いたしました。
（5）「フレッツ・マーケット」対応
情報配信サービス「フレッツ・マーケット」に対応しており、オリジナルのアプリ等を利用して、生活に密着
したタイムリーな情報を手に入れることができます。

3.「フレッツ光 WiFi キャンペーン」の適用について
NTT 東日本が実施する「フレッツ光 WiFi キャンペーン」※9（お申込み期間：平成 23 年 11 月 18 日（金）から
平成 24 年 3 月 31 日（土）まで）では、「フレッツ光」、「リモートサポートサービス」及び「光ポータブル」を新規に
お申し込みいただき、セットアップサービスをご利用になるお客様に、「光ポータブル Wi-Fi 設定」、「Wi-Fi 設定
（子機）」、「光ｉフレーム設定」※10（各 1 台、最大 3 台）を無料にて実施いたします。
※9 キャンペーンの詳細は http://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20111117_03.html をご参照下さい。
※10 対象機器は「光ｉフレーム２」のみになります。レンタル・ご購入のいずれも本キャンペーン対象となります。

4.お客様からのお申し込み、お問い合わせ窓口
（1）お申し込み先
本商品の提供および申込受付開始は平成 23 年 12 月上旬を予定しております。
別途、弊社ホームページよりご案内いたします。
なお、事前の予約お申し込みは予定しておりません。
（2）お問い合わせ先
0120-116116※11
※11

受付時間：午前 9 時から午後 9 時（年末年始を除き、年中無休です）。携帯・PHS からもご利用いただけます。
年末年始：12 月 29 日～1 月 3 日

5.サービス提供者様からのお問い合わせ窓口
NTT 東日本「フレッツ・マーケット（配信者プラン）に関するお問い合せ」(弊社ホームページ)
（https://flets.com/inquiry/market/cp.html）
6．「フレッツ・マーケット」で提供するアプリおよび「フレッツ・マーケット」対応端末の今後の展開について
お客様の生活に密着した情報をタイムリーに発信していく「フレッツ・マーケット」について、今後もお客様の利
用シーンに合ったより利用しやすいアプリや対応端末を提供していくことで、更なる生活利便性の向上を図って
まいります。
（1）新規提供予定のアプリについて

①本商品の提供に合わせて、動画、音楽、電子書籍、知育、教育、地域情報等、「フレッツ・マーケット」で提
供するアプリを更に充実させていきます。※12
※12 本商品提供にともなう新規提供予定のアプリ一覧については【別紙 4】をご参照下さい。

②タブレット型情報端末に対するセキュリティ上の脅威として顕在化しているマルウェア※13 と不正サイト※14
アクセスへの対策として、「セキュリティ対策アプリ」（以下、「セキュリティ」）を提供いたします。「セキュリテ
ィ」はご利用端末のモデル（「光 i フレーム」、「光 i フレーム２」）を問わず、「フレッツ・マーケット」から無料で
ダウンロードしてご利用いただけます。なお、「セキュリティ」の提供にあたっては、セキュリティ分野で実績
のあるマカフィー株式会社の技術協力を受けております。
※13 ウイルス、トロイの木馬等、端末に不正な動作をさせるプログラムをいいます。
※14 個人情報を詐取するための偽サイトやマルウェアを配信しているサイトをいいます。

（2）新規提供予定の端末について
自由に持ち運びながら様々な機能をご利用いただくことを想定した「光 i フレーム２」に続き、リビングでの利
用を想定した、テレビに接続してインターネットや「フレッツ・マーケット」が利用可能なテレビ接続型インターネ
ット端末※15※16 の提供を予定しております。
このように、お客様の様々な利用シーンに応じた端末を今後も提供してまいります。
※15 利用イメージについては【別紙 5】をご参照下さい。
※16 詳細内容については別途、弊社 HP 等でお知らせいたします。
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外

観

＊画像はイメージです。実際のものとは異なります。

【別紙 1】主な仕様等
【別紙 2】「光 i フレーム２」利用イメージ、「光 i フレーム２」及び「フレッツ・マーケット」をご利用になる場合の注意事項
【別紙 3】「光 i フレーム２」と「光 i フレーム ＷＤＰＦ－７０１ＭＥ」の機能比較一覧
【別紙 4】新たに提供予定の主なアプリ一覧
【別紙 5】「フレッツ・マーケット」が利用可能なテレビ接続型インターネット端末の利用イメージ
光ＬＩＮＫは、「フレッツ光」につなげる
ご家庭向けの通信機器シリーズです。

【別紙 1】主な仕様
項 目
ディスプレイ

オーディオ

外部
インターフェイス

画面サイズ
解像度
タッチパネル
スピーカー
マイク
ヘッドフォン
USB ポート
カードスロット
赤外線ポート

カメラ機能
無線 LAN
Bluetooth
電源アダプター
電源
電池パック
消費電力
動作環境
寸法
質量
OS
本体メモリー
バッテリー駆動時間
防水機能
GPS 機能
コンパス機能
加速度センサー機能
Flash ファイル表示
PDF ファイル表示

仕 様
7 インチワイド LCD
800×480 ピクセル
静電容量式（マルチタッチ対応）
出力：約 0.5 W＋0.5 W、内蔵ステレオスピーカー
モノラルマイク
ステレオ mini ジャック(φ3.5mm）
USB 2.0 Type A ×1、USB 2.0 mini-B×1
SD/SDHC メモリーカード対応×1
IrDA ver1.4（到達距離 20 cm，通信速度 SIR/FIR）準拠
IrSimple 準拠
IrSS 準拠
本体背面 x 1（有効画素数：300 万画素、オートフォーカス）
IEEE 802.11b/g （WPS 対応）
Bluetooth® Specifi cation Ver.2.1+EDR
入力電圧：AC 100 V、50/60 Hz
定格電力：DC 5.0 V 2.0 A
リチウムイオン2次電池
DC 3.7 V 3200 mAh
最大約 10W
温度：5～40℃
湿度：20～90％ RH（ただし結露しないこと）
約194.5 mm（W）×約17 mm（D）×約132 mm（H）
約 490g（電池パック含む）
Android2.2 相当（Android ベース）
4GB※
満充電から約 4 時間以上
JIS 規格 IPX4（防沫形）
あり
あり
あり
表示対応
表示対応

※ 本体メモリーの容量の一部はシステムが稼動するためのシステム領域として使用されるため、それ以外の容量が実際にご利用いただけるユー
ザー領域となります。

【別紙 2】「光 i フレーム２」利用イメージ、「光 i フレーム２」及び「フレッツ・マーケット」をご利用になる場合の注意
事項
■「光 i フレーム２」利用イメージ
・生活防水（JIS IPX4）
・Flash、PDFファイル表示対応
・多機能（カメラ、Bluetooth、加速度センサー、マイ
ク、デジタルフォトフレーム機能、音楽、動画再生）
・「フレッツ・マーケット」利用、インターネット閲覧可能
・持ち運び自由

または

無線LAN

光iフレーム２

光ケーブル
LAN
光ポータブル
ケーブル ひかり電話
+
ルーター
WI-FIクレードル
（ONU一体型）

または

*IPX4 とは JIS/IEC 保護等級で、あらゆる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないものです。

■「光 i フレーム２」及び「フレッツ・マーケット」をご利用になる場合の注意事項
＊「光 i フレーム２」、「フレッツ・マーケット」のご利用には、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」または「Ｂフレッツ」（いずれもインターネット接続サ
ービス）の契約が必要です。（別途契約料、工事費、月額利用料がかかります。）B フレッツニューファミリータイプ（インターネット接続サービス）など
一部対象外の回線があります。（「光 i フレーム 2」は 1 契約回線につき、最大 5 台までご利用いただけます。）
＊「光 i フレーム２」での、「フレッツ・マーケット」のご利用には、IPv6 通信に対応した宅内無線 LAN 環境（IEEE802.11b／g 対応）が必要となります。
＊無線ＬＡＮをご利用される際には、第三者による情報の改ざん・なりすましなどを防止するために、セキュリティ機能（通信の暗号化など）の設定を行
ってください。
＊インターネットのご利用には、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」または「Ｂフレッツ」（いずれもインターネット接続サービス）の契約に加えプ
ロバイダとの契約が必要となります。（別途月額利用料等がかかります。）
＊「フレッツ・マーケット」とは、「光 i フレーム２」などの「フレッツ・マーケット」対応端末を利用して、暮らしに便利なアプリをダウンロードできるコンテンツ
提供サービスです。
＊「光 i フレーム２（レンタル）」、「フレッツ・マーケット」の月額利用料はＮＴＴ東日本から直接ご請求いたします（プロバイダからの一括請求をご利用のお
客様も対象となります）。
＊ご利用いただくアプリによっては、別途料金がかかる場合があります。
＊弊社の設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合がございます。
＊その他の提供条件、利用規約等についてはフレッツ公式ホームページ（http://flets.com/hikari_iframe/）をご確認下さい。
＜「光 i フレーム２」をレンタルされる場合＞
＊「光 i フレーム２（レンタル）」には、「フレッツ・マーケット」が含まれます。
＊「フレッツ・マーケット」のご利用には、端末からのセットアップが必要です。
＊「光 i フレーム２（レンタル）」のご利用には、月額利用料が必要です。
＊「光 i フレーム２（レンタル）」は、最低利用期間（24 カ月）を設定しております。
お客様のご都合により、最低利用期間内に解約された場合、6,825 円（税込）を NTT 東日本にお支払いいただきます。
＊「光 i フレーム２（レンタル）」の初期費用は不要です（フレッツ光の初期費用が必要です）。
＊「光 i フレーム２（レンタル）」を紛失、きそん又は解約後にご返却いただけない場合、ＮＴＴ東日本が指定する期日までにその補充、修繕等に必要な費
用をお支払いいただきます。
＊「光 i フレーム」をご利用中の方が「光 i フレーム２（レンタル）」に変更する場合、ご利用中の「フレッツ・マーケット」を継続することはできません。また、
「光 i フレーム」、「フレッツ・マーケット」の月額利用料 2 ヵ月無料キャンペーンは継続できません。
＜「光 i フレーム２」をご購入される場合＞
＊「光 i フレーム２」をご購入の場合、「フレッツ・マーケット」のご利用には別途サービス申込が必要です。
＊「フレッツ・マーケット」のご利用には、「光 i フレーム２」からのサービスお申し込みが必要となります。
＊「フレッツ・マーケット」のご利用には、「光 i フレーム２」の台数分の「フレッツ・マーケット」の契約が必要となります。
＜「フレッツ 光ライト」ご利用時の注意事項＞
＊「フレッツ 光ライト」で「フレッツ・マーケット」をご利用の場合、当面の間、実際に発生した利用量によらず、20ＭＢ/月の利用量を加算します。
＊「フレッツ 光ライト」をご利用のお客様については、「光 i フレーム２」でのファームウェアバージョンアップの実施、アプリのご利用等により通信料が発
生する場合があります。また、ご利用いただくアプリによっては、お客様による直接の操作がない場合でも、自動的に通信が行われ、通信料が発生
する場合がありますのでご注意ください。

【別紙3】「光ｉフレーム２」と「光ｉフレーム ＷＤＰＦ－７０１ＭＥ」の機能比較一覧
光iフレーム２

商品名

光iフレーム ＷＤＰＦ－７０１ＭＥ

外観

販売価格

19,000円（税込：19,950円）（フレッツ・マーケット利用料含まず）

23,000円（税込：24,150円） （フレッツ・マーケット利用料含まず）

レンタル料金（月額）

500円（税込：525円）/台（フレッツ・マーケット利用料含む）※1

300円（税込：315円） /台（フレッツ・マーケット利用料含まず）

サイズ

約194.5 mm（W）×約17 mm（D）×約132 mm（H）

約200mm（W）×約18mm（D）×約122mm（H）

重量

約490g（電池パック含む）

約415g（電池パック含む）

ディスプレイ

7インチワイドLCD静電式（解像度：800 x 480） ＜マルチタッチ対応＞

7インチワイドLCD静電式（解像度：800 x 480）＜FWでマルチタッチ対応可能＞

OS

Android2.2相当（Androidベース）

Android2.1（FWでAndroid2.2へアップ可能）

内蔵メモリー※2

4GB

2GB

USBポート

USB 2.0 Type A ×1、USB 2.0 mini-B×1

USB 2.0 Type A ×1

無線LAN

IEEE802.11 b/g（WPS対応）

IEEE802.11 b/g（WPS対応）

赤外線通信

○

○

Bluetooth通信

○

-

アプリ入手先

フレッツ・マーケット

フレッツ・マーケット

デジタルフォトフレーム

○

○

インターネットブラウザー

○

○

写真・音楽・動画再生

○

○

生活防水

○（JIS規格 IPX4（防沫形））

-

カメラ

○（本体背面 x 1（有効画素数：300万画素、オートフォーカス））

-

GPS

○

-

コンパス

○

-

加速度センサー

○

-

マイク

○（モノラルマイク）

-

Flashファイル表示

○

△（FWでアプリ上でのFlashファイル表示可能、ブラウザーでの表示不可）

PDFファイル表示

○

-

バッテリー駆動時間

満充電から約4時間以上

満充電から約1時間程度

備考

初期設定におけるIPｖ6自動設定ツール搭載

主な
機能

－

※1「光iフレーム２」のレンタル料金には「フレッツ・マーケット」利用料が含まれております。また、最低ご利用期間が2年となっております。（途中解約の場合は、1台につき解約金6,825円（税込）をご負担頂きます。）
※2本体メモリーの容量の一部はシステムが稼動するためのシステム領域として使用されるため、それ以外の容量が実際にご利用いただけるユーザ領域となります。
＜Ｈ23年11月現在＞

【別紙４】新たに提供予定の主なアプリ一覧
カテゴリ
動画

アプリ名

イメージ

サービス事業者名

提供時期

ひかりTVどこでも

株式会社NTTぷらら

12月

GyaO!

ヤフー株式会社

12月

ニコニコ

株式会社ニワンゴ

12月

media2U for
光iフレーム

ミルモ株式会社

12月

動画だいすき！

株式会社エスペラント

12月

知育
（幼児）

タカラトミーファン
クラブ(仮称)※

株式会社タカラトミーエンタメ
ディア 全１５アプリ

12月

教育
（小学生）

PCフレンド英語 他
（４年生向け）

株式会社アスク
他３アプリ

12月

教育
（成人）

インド式計算全脳
ドリル 他

株式会社アスク
他３アプリ

12月

メール

光メール※

イサナドットネット株式会社

11月

レシピ

クックパッド

クックパッド株式会社

12月

地域情報

シュフーチラシ
アプリ

凸版印刷株式会社

12月

交通

JAL国内線※

日本航空株式会社

12月

テレビ

ＴＶでた蔵※

富士ソフト株式会社

12月

電子書籍

eBookJapan

株式会社イーブック
イニシアティブジャパン

12月

紀伊國屋書店
Kinoppy

株式会社紀伊國屋書店

12月

BookLive

株式会社BookLive

12月

総合お薬検索※

株式会社Qlife

12月

辞書
知恵袋

※「光iフレーム」にも対応しているアプリ。他アプリは「光iフレーム２」のみにて利用可能となる予定です。

【別紙5】「フレッツ・マーケット」が利用可能なテレビ接続型インターネット端末の利用イメージ
○テレビで楽しめる「フレッツ・マーケット」＆インターネット利用のシンプルな端末。
○多機能な「光iフレーム２」にくらべ、よりシンプルな機能に絞ったスターター端末。

■利用イメージ＜「フレッツ・マーケット」が利用可能なテレビ接続型インターネット端末＞
テレビに接続して大画面で
「フレッツ・マーケット」や
インターネットが利用可能

OK

NEWS

ニュース

天気

レシピ

リモコン操作

または

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
HDMI
ケーブル 「フレッツ・マーケット」

テレビ

無線LANを利用する場合、STB
端末までのLAN配線が不要
（有線LAN接続も可能）

が利用可能なテレビ接続型
インターネット端末

*画像はイメージです。実際のものと異なります。
*上記は開発段階の内容であり、実際のものと異なる可能性があります。
*仕様等詳細については確定しだい弊社HP等でお知らせいたします。

無線LAN
光ケーブル
LAN
光ポータブル ケーブル ひかり電話
+
ルーター
Wi-Fiクレードル
（ONU一体型）

または

