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株式会社ジェネシスホールディングス

”マイファースト Windows® 10 Mobile”
「geanee Windows®10 Mobile LTE スマートフォン WPJ40-10BK/WH」を
市場想定価格12,800円で発売

株式会社ジェネシスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡淳一、以下「ジェネシ
ス」）は、geanee ブランドの『Windows® 10 Mobile LTE スマートフォン WPJ40-10BK/WH』を発売いたします。
昨年イオンモバイル向けの SIM フリースマートフォン供給で格安スマホ一般化の先陣を切り、また Windows®タ
ブレットの製造でも数多くの実績を持つジェネシスが、Windows® 10 Mobile デバイスにも参入いたします。

『Windows® 10 Mobile LTE スマートフォン WPJ40-10BK/WH』は、Microsoft 社の最新 OS である Windows®
10 Mobile を採用、手に心地いいサイズにこだわった4インチ液晶ディスプレイを装備、気分に合わせてセレクト
できる３色のリアカバーを付属させ、はじめての Windows® 10 Mobile デバイスに最適なコストパフォーマンスの
高いスマートフォンとして、市場想定価格12,800円で2015年末〜2016年始の発売を予定しています。
もちろん高速 LTE 通信機能（対応周波数帯800MHz/2100MHz ほか）に対応した SIM ロックフリー仕様です。

Windows® 10 Mobile は Microsoft 社が11月にリリースを予定している、パソコンなど他の Windows® 10デバイ
スとのシームレスな連携やユニバーサルアプリなど今までにないユーザー体験を実現したモバイルデバイス向
け最新 OS です。

また本端末には、ネオスが開発した法人向け【SMART アドレス帳】を搭載しております。法人向け【SMART ア
ドレス帳】は、企業の情報資産となる大量の顧客アドレスや社内アドレスデータをクラウド経由で一括管理し、各
端末からいつでも最新の連絡先リストにアクセスすることが可能です。本サービスはトライアル申込後ご利用いた
だけます。
ジェネシスは、日本向け製品に特化した中国深圳の自社工場での生産体制と、累計約25万台以上の日本向
けスマートデバイスの生産実績をもとに、今回発売する『Windows® 10 Mobile SIM フリーLTE スマートフォン
WPJ40-10BK/WH』のほか、様々なスマートデバイスのカスタマイズ・オリジナル製品の受託・製造も積極的に行
っています。

【製品写真】

上段: WPJ40-10BK 下段: WPJ40-10WH

（画像は開発中のものです）

【Windows® 10 Mobile SIM フリーLTE スマートフォン WPJ40-10BK/WH の主な特徴】

◆ OS に Windows® 10 Mobile を搭載
Microsoft 社最新 OS である Windows® 10 Mobile を搭載しています。

◆ 高速 LTE 通信機能（SIM ロックフリー）を搭載
LTE・3G ともカバーエリアが広く利便性の高い800MHz・2100MHz の周波数帯に対応、SIM ロックフリー仕
様のためランニングコスト面で有利な各社 MVNO サービスを利用いただけます。
FDD LTE 対応周波数帯：800MHz、900MHz、1800MHz、2100MHz
3G 対応周波数帯：800MHz、1700MHz、2100MHz
GSM 対応周波数帯：850MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz

◆ ２色の本体カラー
お好みに合わせて選べる、精悍なブラックと清潔感のあるホワイトの２色をご用意しています。

◆ 気分に合わせて選べる３色のリアカバーが付属
ブラックの本体には、ブラック・ネイビー・オレンジの３色が、ホワイトの本体にはシルバー・グリーン・ピンクの
３色のリアカバーが付属。TPO や気分に合わせて着せ替えが楽しめます。

◆ 手にぴったりサイズの液晶ディスプレイを採用
片手での操作にも適したサイズの4インチ液晶ディスプレイを採用、法人ニーズ・個人ニーズとも快適に利用
いただけます。

◆ 高いコストパフォーマンスを実現
クアッドコア CPU を装備し、販売参考価格は12,800円（税別）です。

【主な予定仕様】
OS
CPU
メモリ
ストレージ
ディスプレイ
SIM スロット
SD カードスロット
USB 端子
カメラ
通信方式

ワイヤレスデバイス

Windows®10 Mobile
クアッドコア
1GB
8GB
4インチ WVGA 液晶ディスプレイ 解像度：480 x 800
micro SIM x 1
micro SD カード x 1（最大32GB 対応）
micro USB 端子
背面：500万画素 / 前面：200万画素
LTE:800(B19)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1) MHz
WCDMA:800(B6,B19)/1700(B9)/2100(B1) MHz
GSM:850/900/1800/1900 MHz
IEEE802.11b/g/n 準拠無線 LAN
Bluetooth®

■本資料発表時点の予定仕様です。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
※SIM カードをセットしてパケット通信を行う場合、通信事業者の定める利用料金が発生します。
また、通信速度も SIM カードによって異なります。詳細については SIM カード提供の事業者にお問い合わせください。
※本製品でネットワーク機能を使用する場合、別途インターネット回線契約が必要です。
※Windows OS（アプリ等含む）に関してはサポート対象外となります。
※Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc.の商標です。
※コンテンツによってはダウンロードできないものもあります。
※SIM カード、micro SD メモリーカードは別売となります。
※「SMART アドレス帳」はネオス株式会社の商標です。
※その他、記載の会社名および商品･サービス名は各社の登録商標または商標です。
■製品情報 URL
http://geanee.jp/products/wpj40-10.html

【株式会社ジェネシスホールディングス会社概要】
商号

：株式会社ジェネシスホールディングス

設立

：2012 年2 月

資本金

：1億4,8００万円

代表者

：藤岡 淳一

本店所在地

：東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル 11F

事業内容

：電子機器・情報機器 等の製造・企画・開発・輸入・販売

コーポレートサイト

：http://jenesis.jp/

製品サイト

：http://geanee.jp/

【ジェネシスの特徴】
◆ 小ロットからカスタマイズ対応可能
各種スマートデバイスの1,000台からのカスタマイズ、オリジナル製品製造の受託に柔軟に対応いたします。
◆ 数多くの実績を活かした高いレベルの品質管理
日本向け製品に特化した中国深圳の自社工場で、日本のお客様のご要望に数多くお応えしてきた実績を活かし、
高いレベルの品質管理を実現します。
◆ 短納期対応
自社工場ならではの、きわめて自由度の高い生産体制で、短納期での対応が可能です。

【お問い合わせ先】
Ø ご購入・お見積もりについて
ダイワボウ情報システム株式会社
各支店 http://www.pc-daiwabo.co.jp/corporate/network.html

Ø お客様窓口
GEANEE お客様サポートセンター
TEL
： 050-5865-1709
E-mail ： support@geanee.jp
ご利用時間 ： 午前10 時から12 時、午後1 時から5 時まで(土・日・祝日・会社指定休日を除く)

Ø メディア関連
株式会社ジェネシスホールディングス
TEL
： 03-4455-7416
E-mail ： info@jenesis.jp

Ø SMART アドレス帳関連
ネオス株式会社 経営管理部 広報
TEL
： 03-5209-1590
E-mail ： info@neoscorp.jp

