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SIRIN LABS社FINNEY™概要
SIRIN LABS社の概要

モバイルセキュリティの大手イノベーターであるSIRIN LABS社は、セキュリティの大幅な向上と簡素
化されたユーザーエクスペリエンスを通じて、暗号通貨と分散テクノロジーの可能性を最大限に引
き出すために、
ブロックチェーン経済とマス・マーケットのギャップを埋めることを目指します。

FINNEY™のユニークな機能

FINNEY™は、暗号通貨を保管・管理するための最先端のサイバーセキュリティと保護を提供します。
また、SIRIN OS™を搭載しているため、モバイルデバイスとハードウェアウォレットにこれまでになか
ったセキュリティを提供します。FINNEY独自のSafe Screenによって、デバイスを介して開始したすべ
ての暗号トランザクションの信頼性と正当性を個別に検証できます。
FINNEYは、サポートされているコインとトークンの交換をシームレスで簡単な手順でToken
Conversion Service（TCS）を通じて実行できる幅広い機能を提供します。
これにより、外部の取引所
にアクセスする必要がなくなります。

FINNEY™ ウォレット
FINNEY ウォレットは、独立した専用のメモリ、
プロセッサ、
スクリーン、キーボード、
ファームウェア、お
よびソフトウェアを備えた、内蔵型コールドスト―レージ・ハードウェアウォレットです。
これは、モバ
イル環境で暗号通貨を格納して使用するのに十分安全かつ確実な唯一のウォレットです。

トークン変換サービス
TCSは暗号通貨を使用して購入を容易にするためにご使用中の携帯電話のバックグラウンドで動作
します。
この機能は、FINNEY ウォレットに保管されている暗号通貨を使ってあなたが所有していな
い暗号通貨で特定の購入をするのに必要なすべての転送と取引を自動的に実行します。

分散型アプリケーションセンター（dCENTER App）
dCENTERは、分散化されたすべてのものへのポータルです。その目的は、ネイティブアプリケーショ
ンのような経験を通じて、安全で確実かつシームレスな方法で、
さまざまな分散アプリケーションの
追加の開発と採用をサポートすることです。
「dCENTER」に含まれる
「Learn＆Earn」オプションプログ
ラムは、本物のトークンで世界中のブロックチェーンプロジェクトのためにインセンティブ学習を提
供する報奨システムです。

サイバー保護
全てのデバイスは、ハッカーからのネットワーク、データ、そしてハードウェアへの脅威にさらされて

います。他のテクノロジーと同様に、携帯電話はサイバー攻撃に対して脆弱です。FINNEY独自のサ
イバー保護ソリューションは、
これを念頭に置いて、先端を行くモバイルユーザーに、ネットワーク攻
撃、および物理的攻撃からのデバイスとデータの強力な保護およびマルウェアの遮断を提供するよ
うに設計されました。
FINNEY™ ユーザーガイド
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製品概要
FINNEY™
FINNEYは、
ブロックチェーン時代に向けてSIRIN LABS社が開発した高度なセキュリティを備えたス
マートフォンです。
これは、モバイル環境で暗号通貨を格納して使用するのに十分安全かつ確実な
唯一のウォレットです。

ケーブル
FINNEY™はUSB Type-Cポートを使用して充電と他のデバイスとの物理的な接続を行うため、古いケ
ーブルはお使いのデバイスでは機能しない可能性があります。付属の2本のケーブルのうちの1本を
使用することをお勧めします：
•

両側にType-Cコネクタを備えたケーブルで高データレートのUSB3.0（5Gbps）データ転送を最大
限に活用できます。

•

DAC（デジタル-アナログ変換回路）オーディオドングルなので、標準の3.5 mmオーディオジャッ
クを携帯電話に使用できます。

ユニバ―サル充電器
使用場所の如何を問わずFINNEY™を充電することができるように、
ユニバーサル充電器が開発されま
した。充電器は、
さまざまな地域の標準的な電源インレットとの互換性のために複数のインレットアダ
プタをサポートしています。北米用プラグは充電器に組み込まれていますが、
イギリス、
ヨーロッパ、
オ
ーストラリア/中国で使用するための追加のアダプタは箱に同梱されています。
北米のプラグを折り曲
げてアダプタを充電器にスナップフィットするだけで、追加のプラグを充電器に接続できます。
このユニバーサル充電器は、Qualcomm®のQuick Charge™4.0テクノロジーをサポート
しているため、標準の充電器を使用した場合と比べて充電がより効率的かつ迅速になります。
付属のケーブルを使用して、充電器をFINNEYに接続します。
ラップトップまたはUSBポートをサポー
トするその他のデバイスを介してFINNEYを充電することもできます。

SIMツール：
ボックス内に特別なSIMツールが同梱されています。
このツールを使用すると、SIMトレイを開いて
SIMカードを挿入または取り出すことができます。

FINNEY™ ユーザーガイド
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スタートガイド
一目でわかるFINNEY™

ご使用になるFINNEY™を充電
FINNEYデバイスの電源を入れる前に、完全に充電されていることを確認する必要があります。電源
がオンもしくは、オフの時にいずれの時でもこのデバイスを充電することができます。
どちらの場合
も、Finneyの画面には電話が充電中であることが表示されます。

FINNEY™ ユーザーガイド
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SIMカードの挿入
下図のようにSIMツールを使用してSIMトレイを開きます。

不正開封防止シールを剥がします。
以下に示すように、新品のFINNEY™機器には、工場出荷時に、FINNEYセーフスクリーンの全体に
シールが貼られています。セーフスクリーンにアクセスするにはシールを剥がします。
シールが貼
られていなかったり、
もしくはシールに手が加えられていると思われる場合は、すぐに SIRIN LABS
Support に連絡してください。

FINNEY™ ユーザーガイド
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電源を入れる
FINNEY™デバイスの電源を入れるには、画面がオンになるまで本体の右側にある電源ボタンを押し
続けます。

注

FINNEYをオフにするには、電源ボタンを押し続けてから[電源オフ]をタップします。

FINNEY™ ユーザーガイド
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設定ウィザード
初めてFINNEY™の電源を入れると、設定ウィザード画面が開きます。設定ウィザードを使用して、デバ
イスを好みに合わせてカスタマイズします。

注
デバイスの「出荷時設定へのリセット」を実行したことが
ある場合は、セットアップウィザードを実行するように求
められます。

この表では、設定ウィザードのさまざまな手順について説明しています：
ステップ

説明

言語を選択

FINNEY™によって表示されるインターフェース言語を定義します。選択
したら、Go Cryptoをタップして続行します。

コピーアプリケーション&データ
Wi-Fi

へ接続

他のデバイスやクラウドからデータを転送するのか、それとも新規に設
定するのかを決定できます。
利用可能なワイヤレスネットワークから最適なネットワークを選択して
ください。

Googleアカウントを設定します。 Googleアカウント情報を追加して、Gmail™やGoogle Calendar™などの
アプリと同期することができます。
名前

あなたのデバイスの名前を入力することができます。

指紋によるロック解除

オプションですが、最善の保護のために指紋認証を使用することをお勧
めします。

画面ロックを設定してください
Google サービス
その他の設定は？

FINNEY™ ユーザーガイド

画面ロック用のPIN番号を入力できます。認証方法の定義については、
スクリーンセキュリティ を参照してください。
さまざまなGoogleサービスをデバイスでどのように機能させるかを設
定します。
別の電子メールアカウントを追加したり、画面がロックされたときに通
知を受け取る方法を定義するなどの追加設定。
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FINNEY™ ウォレット
FINNEY™ ウォレット概要

FINNEY ウォレットは、暗号通貨の簡単かつ安全な取引に役立ちます。FINNEY ウォレットは、デバイス
のメイン画面で使用するアプリと、デバイスの上部にスライドするハードウェアのセーフスクリーンで
構成されています。
FINNEYウォレットを使って次のことができます：
•

暗号通貨の送信

•

暗号通貨の受信

•

暗号通貨の変換

•

暗号通貨残高確認

•

暗号通貨取引履歴閲覧

•

秘密鍵でブロックチェーンメッセージに署名して承認する

重要

•

セキュリティとセーフスクリーン双方の保護のために、必要なとき、
またはウォ
レットアプリによって指示されたときにのみセーフスクリーンを開くようにして
ください。

•

何もしないでセーフスクリーンが5分以上開いていると、セーフスクリーンの電
源が切れます。セーフスクリーンを再度有効にするには、
スライドダウンしてか
ら再度電源を入れる必要があります。

•

セーフスクリーンにパスワードを入力する必要があるときはいつでも、パスワ
ードの入力を最大10回まで試行できます。10回目の試行が失敗すると、
ウォレ
ットは消去され、
ウォレットを回復するか再設定する必要があります。

ウォレットワイプが完了すると、
ウォレットアプリが閉じます。次にウォレットアプ
リを開くときには、Configure（新しいシードワードとウォレットの作成）
または
Recover（既存のシードワードを含む既存のウォレットのオープン）のどちらかを選
択できます。

FINNEY™ ウォレットアプリケーションホームスクリーン
FINNEY ウォレットアプリを使用すると、保有する暗号通貨を使用して安全に売買および取引できます。

FINNEY™ ユーザーガイド
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ウォレットを使用するときは、FINNEYデバイスの上部にあるスライダーを使用してセーフスクリーン
を開きます。
メイン画面では、次のオプションを利用できます：
オプション

説明

ポートフォリオ/トランザ
クション

画面下部のいずれかのオプションを選択すると、表示が切り替わります。例えば,
取引を選択すると、
アプリの画面にウォレットの取引履歴が表示されます。各エ
ントリをタップすると、
そのエントリに関する詳細情報にドリルダウンできます。

設定

設定の詳細については、
こちらを参照してください。

残高

画面には、
ウォレットの総残高がフィアット通貨（不換通貨）
で表示されます。最
後の更新の時刻も表示されます。
注：デバイスがフライトモードのときなど、インターネットに接続していない場
合、残高はグレー表示され、データ接続エラーが画面の下部に表示されます。

送信

暗号通貨を第三者に送信する方法については、こちらを参照してください。

変換

暗号通貨の変換については、
こちらを参照してください。

受信

他の人から暗号通貨を受け取る方法については、
こちらを参照してください。

FINNEY™ ユーザーガイド
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FINNEY™ ウォレットの設定を行う

新品のFINNEYデバイスを受け取ったら、いくつかの初期設定手順を実行する必要があります。

FINNEYファームウェアをインストールする
This procedure relates to a brand-new fresh-from-the box device.
1. アイフォンの電源スイッチを入れてください。
2. ホーム画面でFINNEY Walletをタップして、FINNEY Walletアプリを開きます。
3. エンドユーザー使用許諾契約（EULA）
とプライバシーポリシーの両方を読んで同意します。
4. セーフスクリーンを上にスライドさせてインストールプロセスを開始します。
5. アプリの画面にインストールの進行状況が表示されます。
6. インストールプロセスが終了したら、[承認]をタップしてインストールを完了します。
7. 新しいWalletを設定できるように、Safe Screenを開いたままにしてください。

自分のウォレットを設定する
デバイスにFINNEY™ファームウェアをインストールしたら、
ウォレットを設定できます。最初のステッ
プでは、新しいウォレットを作成するか、既存のウォレットにアクセスするための情報を入力します。
新しいウォレットを作成するか既存のウォレットを開くことによってウォレットにアクセスするには、そ
れぞれ新しいシードワードを作成するか、
または既存のシードワードを入力する必要があります。

新しいウォレットを作成する
1. FINNEY Walletアプリを開き、EULAと利用規約に同意します。
2. メッセージが表示されたら、セーフスクリーンを開きます。
3. アプリのホーム画面で[Configure（設定）]をタップして、
新しい一連のシードワードを作成します。
4. アプリの画面でメッセージが表示されたら、セーフスクリーンでシードワードのパスワードを作
成します。以下のガイドラインに基づいて、
できるだけ複雑なパスワードを使用することをお勧
めします。“ abcd”のような単純なパスワードを使用しないでください。
•

パスワードは4文字以上で、72文字以下にする必要があります。

•

文字を使うことができますが、パスワードは大文字と小文字を区別します。

•

アラビア数字を含めることができます。

•

！、@、＃などの特殊文字も使用できます。

重要

今後の参照用にパスワードを必ず保存してください。パスワードを紛失したり忘れ
たりした場合、それを再取得する方法はありません。

パスワードを作成した後、FINNEYは24個のシードワードのセットを生成します。
5. シードワードを正しい順序で書き留め、将来の参照用に安全な場所に保管してください。
シード
ワードをなくしたり忘れたりすると、暗号資産にアクセスできなくなり、資産は永久に失われて回
FINNEY™ ユーザーガイド
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復不可能になります。
6. 24番目の単語が表示されたら、
シード単語を正しい順序で正しく書き留めたことを確認するよう
に促されます。セーフスクリーンには確認が必要な単語の選択肢が表示されます。各シードワー
ドについて、提示されたオプションから正しい選択を選択してください。順番を間違えて単語を
入力すると、設定プロセスは最初からやり直しになります。
7. シードワードを確認したら、パスワードを再入力するように促されます。パスワードの入力に成功
し、ネットワークに接続されている場合は、FINNEYによってデフォルトのアカウントが生成されま
す。接続されていない場合は、
ウォレットの一部しか同期していないか、
まったく同期していない
可能性があります。デフォルトでは、FINNEYはBitcoin（ビットコイン）、Ethereum（イーサリアム）
、およびSIRIN LABS SRNトークンのアカウントを持つウォレットを作成します。
8. 同期プロセスが完了するまで待ちます。新しく作成したWalletのホーム画面が開き、作業を開始
できます。

既存のウォレットを復元する
既存のウォレットとそれに付随するシードワードがある場合は、セーフスクリーンにシードワードを
入力してデバイスからアクセスできます。

注

FINNEYウォレットは、BIP 39およびBIP 44互換のシードワードセットのみをサポ
ートしています。

1. アプリの画面で[Recover(復元)]をタップして既存のシード単語を入力します。
2. 既存のシードワードが12、18、
または24ワードの組み合わせであるかどうかを確認するように求
められます。セーフスクリーンで、正しい番号をタップします。

3. プロンプトが表示されたら、セーフスクリーンにシードワードを順番に入力します。
各単語の最初の3文字を入力した後：
•

3文字の単語の場合は、チェックマークをタップしてその単語を承認できます。

•

単語の長さが4文字以上の場合、FINNEYは4文字の後に単語を自動補完します。次の単語に
移動するには、チェックマークをタップします。

入力が完了したら：
•

シードワードが無効な場合は、エラーメッセージが表示され、
シードワードを再入力するように
求められます。

•

プロセスが正常に完了すると、パスワードを再入力するように求められます。パスワードの入力
に成功し、ネットワークに接続されている場合は、FINNEYはあなたのウォレットを同期します。

FINNEY™ ユーザーガイド
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重要

•

アカウントが多数ある場合は、同期処理に時間がかかることがあります。
プロセ
スが完了するまで待ちます。

•

同期処理中はセーフスクリーンを開いたままにしておく必要があります。

•

FINNEYウォレットは現在Bitcoin（ビットコイン）
とEthereum（イーサリアム）
アカ
ウントをサポートしています。

自分のウォレットを同期する
ウォレット用に持っている既存のシードワードにあなたのFINNEY™装置を簡単に同期させることが
できます。
1. アプリ画面で、[同期]をタップします。
2. 既存のシードから同期をタップします。
3. プロンプトが表示されたら、
シードワードのパスワードを入力します。
パスワードを正しく入力した場合、FINNEYは同期プロセスを開始します。

重要

•

アカウントが多数ある場合は、同期処理に時間がかかることがあります。
プロセス
が完了するまで待ちます。

•

同期処理中はセーフスクリーンを開いたままにしておく必要があります。

FINNEY™ファームウェアアップデート。
SIRIN LABSは時々ファームウェアパッケージを更新します。新しいリリースのインストール準備が整
うと、通知アイコンが画面に表示されます。

FINNEY™ ユーザーガイド

17

保留中の更新については、次のいずれかの方法で通知されます。
•

デバイスのホーム画面のウォレットアプリアイコンにバッジが表示されます（上の図を参照）
。

•

ウォレットアプリのホーム画面の設定アイコンにバッジが表示されます。

•

[設定]画面で、[バージョン情報]オプションの横にバッジが表示されます。

•

ウォレットアプリを開くと、通知メッセージが表示されます。

ファームウェアのアップデートを開始するには：
1. ファームウェアアップデート通知バッジをタップします。
2. すぐにアップデートを開始するには、[アップデート]をタップします。
または[後で]をタップして
更新を延期します。
「後で」をタップすると、
アップデートを承認するまでアップデート通知が表
示され続けます。
3. メッセージが表示されたら、セーフスクリーンを開きます。
4. 更新を確認するためには「承認」をタップします。
5. プロンプトが表示されたら、
ウォレットのパスワードを入力します。
パスワードを正しく入力すると、
アップデートプロセスが始まります。FINNEY™ ウォレットアプ
リケーションホームスクリーン

注

•

アップデート中にエラーが発生した場合に備えて、
ファームウェアをアップデート
するときにはシードワードを用意することをお勧めします。

•

WalletアプリのSettings（設定）に行き、次にAbout（バージョン情報）をタップする
とあなたの現在のファームウェアのバージョンを確認することができます。

•

更新処理中は、セーフスクリーンを閉じたり、デバイスの電源を切ったりしないで
ください。
これで、
アップデートが正常に完了します。

FINNEY™ ウォレット設定
あなたのFINNEYウォレットアプリでは、
これらの設定オプションがあります
設定

説明

通貨

Use this setting to determine the default fiat currency display. The FINNEY
wallet will calculate and display all crypto assets in the currency you select.

アカウント

アカウント管理については、以下を参照してください。

パスワードを変更

下記参照

ウォレットを消去

下記参照

パスフレーズ保護

下記参照

説明

バージョン情報を表示し、エンドユーザー使用許諾契約、
プライバシーポリシ
ー、およびサードパーティのライセンスへのアクセスを許可します。

注

セーフスクリーンの言語は変更できません。常に英語（アメリカ）
です。

FINNEY™ ユーザーガイド
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パスワードを変更するには：
1. ウォレットアプリのホーム画面で、
「設定」
アイコンをタップします。次に[パスワード変更]をタップ
します。
2. メッセージが表示されたら、
スライドしてセーフスクリーンを開きます。
3. セーフスクリーンに既存のパスワードを入力します。
4. 新しいパスワードを入力します。
5. 新しいパスワードを再入力します。

重要

セーフスクリーンにパスワードを入力する必要があるときはいつでも、パスワ
ードの入力を最大10回まで試行できます。10回目の試行が失敗すると、
ウォレ
ットは消去され、
ウォレットを回復するか再設定する必要があります。
ウォレットワイプが完了すると、
ウォレットアプリが閉じます。次にウォレットア
プリを開くときには、Configure（新しいシードワードとウォレットの作成）
また
はRecover（既存のシードワードを含む既存のウォレットのオープン）のどちら
かを選択できます。

6. アプリの画面でメッセージが表示されたら、セーフスクリーンでシードワードのパスワードを作
成します。以下のガイドラインに基づいて、
できるだけ複雑なパスワードを使用することをお勧
めします。“ abcd”のような単純なパスワードを使用しないでください。
•

パスワードは4文字以上で、72文字以下にする必要があります。

•

文字を使うことができますが、パスワードは大文字と小文字を区別します。

•

アラビア数字を含めることができます。

•

！、@、＃などの特殊文字も使用できます。

重要

パスワードを紛失したり忘れたりした場合、それを再取得する方法はありません。

7. プロンプトが表示されたら、パスワードを再入力して承認し、
プロセスを完了します。

ウォレットを消去する：
ウォレットを消去することは以下の理由であなたのデータを保護することを可能にします：
•
•
•

パスワードを忘れた。
自分のデバイスを修理に出す。
アイフォンを修理に出す前に、あなたのウォレットを消去する必要があります。

重要

•

一度ウォレットを消去したら、元に戻すことはできません。
ウォレットのシー
ドワードを復元するには、
ウォレットアプリの[復元]オプションを使用する必
要があります。

•

消去操作を実行するためにパスワードは必要ありません。

FINNEY™ ユーザーガイド
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ウォレットを消去する：
1. ウォレットアプリのホーム画面で、
「設定」
アイコンをタップします。
2. 「Wipe Wallet」をタップし、
メッセージが表示されたら
「はい」をタップして消去操作を確定し
ます。
3. プロセスが始まる前に、
ウォレットからシードワードを消去しようとしていることを確認するメ
ッセージが表示されます。消去を停止してウォレットを維持するには、[キャンセル]をタップし
ます。
4. ウォレットの消去を進めたい場合は、セーフスクリーンで「承認」をタップして確認し、消去を
開始します。ウォレット消去が完了すると、
ウォレットアプリが閉じます。次にウォレットアプリ
を開くときには、Configure（新しいシードワードとウォレットの作成）
またはRecover（既存の
シードワードを含む既存のウォレットのオープン）のどちらかを選択できます。

パスフレーズ保護
パスフレーズを追加することで、あなたのウォレットにプライバシーレベルをさらに追加することが
できます。
ウォレットのパスフレーズを有効にすると、安全なScreenにアクセスするときにパスワード
に加えて、パスフレーズを入力するように求められます。
1. ウォレットアプリのホーム画面で、
「設定」
アイコンをタップします。次に、
「パスフレーズ保護」
をタップします。
2. メッセージが表示されたら、
スライドしてセーフスクリーンを開きます。
プロンプトが表示され
たら、現在のパスワードを入力してください。
3. セーフスクリーンで、希望するパスフレーズを入力してください。

注

•

パスフレーズは1文字以上で、50文字以下にする必要があります。

•

パスフレーズは無制限に設定できます。各パスワードとパスフレーズの組み合わせ
は、異なるウォレットに関連しています。

•

パスフレーズを忘れた場合は、
それを復元する方法はありません。
これは、
あなたがウ
ォレットとそのウォレットのすべての暗号資産へのアクセスを失うことを意味します。

•

セーフスクリーンを閉じるたびに、パスフレーズ保護モードで作業していないことに
なります。

パスフレーズを入力すると、FINNEYはウォレットを新しい情報と同期します。画面上の指示に従い、
セーフスクリーンを開いたままにしてください。

FINNEY™ ウォレットを使用する
通貨を送信する
下記に説明するように、FINNEYウォレットで簡単に通貨を送信することができます。
1. ウォレットアプリで[送信]をタップします。
•

ファンドを送金する送金先の住所またはQRコードを受領者から受け取ったはずです。QR

FINNEY™ ユーザーガイド

20

コードをキャプチャするか、
コード文字列をコピーするか、
アドレスを手動で入力するかし
てください。
「次へ」をクリック。
•

複数の通貨を定義している場合は、使用する通貨を定義するように求められます。
フィー
ルドの右側にある矢印をタップして、目的の通貨にナビゲートできる場所からリストを開
きます。検索フィールドを使用して通貨を探すこともできます。

•

通貨を選択したら、送金する金額を入力します。暗号通貨またはフィアット
（不換）通貨で金
額を入力することができます。

2. 手数料フィールドには、
この取引の手数料が表示されます。金額を変更したい場合は、
スライ
ダーを使用して料金を変更できます。
•
•
•

デフォルト手数料は最初から表示されます。

セクションを展開して料金レベルを入力または調整します。

ブロックチェーンでの取引の承認では、手数料が高いほど優先順位が高くなります。

3. 画面に[データ]フィールドが表示されている場合は、
このフィールドを展開して、
ブロックチェ
ーンに送信されるトランザクションに関する追加情報を追加できます。
4. 取引に関するメモを追加するには、[コメント]フィールドを展開します。
これらのメモはデバイ
スに保存されるだけで、
スマートコントラクト情報の一部としてブロックチェーンに送信され
ません。
上記の手順を完了すると、
システムは、取引をカバーするのに十分な残高がウォレットにある
かどうかを確認します。残高を超過した場合はエラーメッセージが表示され、その金額を調整
できます。
5. 「次へ」をタップ。
このアプリはトランザクションの概要を示します。
•
•

この時点で取引をキャンセルしたい場合は、
「キャンセル」をタップしてください。
取引を続けるには、セーフスクリーンをスライドして開きます。

6. ウォレットアプリの画面に表示される指示に従ってください。
アプリの画面に表示される情報
とセーフスクリーンに表示される情報を比較します。

注

セーフスクリーンの情報とアプリの画面に表示される情報に違いがある場合は
処理を中止してください。

7. 情報を比較してすべてが正しいことを確認したら、[承認]をタップします。
8. プロンプトが表示されたら、パスワードを入力してください。
パスワードを入力する必要があるポイントは、
この取引に使用しているブロックチェーンの種
類によって異なります。
9. チェックマークをタップして設定プロセスを完了し、取引を開始します。
ステータス画面に進行
状況が表示されます。
•

トランザクションが完了したら、
「Go to transactions」をタップしてトランザクションのステ
ータスを表示します。

•

残高が取引をカバーするのに不十分であるために取引処理が失敗した場合は、
「Edit（編
集）」をタップして取引を再度設定することができます。

FINNEY™ ユーザーガイド
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注

•

受信側があなたが送信したQRコードまたは文字列のいずれかにアクセスすると、彼

•

送信する暗号通貨の量を、米ドルなどの通貨と同等の通貨、
または認識されている暗

らは資金を受け取ることができます。
号通貨のいずれかで入力できます。

あなたはアカウントを空にするウォレットのすべての資金を送信することができま

•

す。手数料が差し引かれた後、利用可能なすべての資金を使用するには、[Max(最大)]
をタップします。

通貨を変換する
下記に説明するように、FINNEYウォレットで簡単に通貨を変換することができます。
1. ウォレットのホーム画面で、[Convert(変換)]をタップします。

2. [I have（自己保有）]セクションで、変換する通貨と変換する金額を選択します。
3. [I have（自己保有）]セクションで、変換したい通貨を選択してください。
4. 画面には、変換可能な最小金額と最大金額が表示されます。
5. 表示されている為替レートは、通貨と手数料の変動が予測され、実際のレートはトランザクシ
ョンが実行されるときに異なる可能性があるため、概算です。
6. [Deposit fee（預託手数料）]であなたが取引手数料として支払うためにどのくらい準備ができ
ているかを決定します。
画面の下部にある合計支出額には、手数料を含む、取引にかかる合計金額が表示されます。
7. [次へ]をタップし、指示に従って、セーフスクリーンをスライドして開きます。
8. パスワードを入力してチェックマークをタップして承認します。
9. ウォレットアプリの画面に自動生成されたアドレスが表示されます。セーフスクリーンのアド
レスがアプリ画面のアドレスと一致していることを確認します。次に金額と手数料が正しいこ
とを確認してください。

10. 取引を確認するためには「承認」をタップします。画面には、
ブロックチェーンにトランザクショ
ンが送信されたことが表示されます。

注

•

通貨の変換と受信にかかる時間は、
ブロックチェーンの速度によって異なります。

•

通貨を変換したい場合、WalletアプリはTCS（トークン変換ソース）がサポートする
通貨のみを表示します。

通貨をリクエストする
下記に説明するように、FINNEYウォレットで簡単に通貨をリクエストもしくは受け取ることができま
す。
1. ウォレットのホーム画面で、[Receive(受領)]をタップします。
2. 受け取りたい暗号通貨を定義します。

3. 受け取りたい通貨量を定義します。
これはオプションです。
FINNEY™ ユーザーガイド
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4. [Next(次へ)]をタップして、
メッセージが表示されたら、
スライドしてセーフスクリーンを開き
ます。
5. パスワードを入力

6. アプリ画面には、受け取りたい通貨の概要が表示されます。続けるには、[Share]をタップしま
す。
セーフスクリーンにQRコードが表示され、代わりにアドレス文字列がアプリの画面に表示さ
れます。

7. 次の3つの方法のいずれかでアドレスを共有できます：
•

別のデバイスを使ってQRコードをキャプチャします。たとえば、通貨を送信している人があ
なたの近くにいる場合、彼らは自分のデバイスでQRコードをキャプチャすることができま
す。

•

クリップボードのアイコンをタップして、
アドレスをデバイスのクリップボードにコピーしま
す。次に、あなたがアドレスを共有するのに使用したいアプリに貼り付けます。

•

[Share（共有）]をタップして、WhatsAppや電子メールなど、携帯電話にある共有オプショ
ンを開きます。

アカウント管理：
FINNEY™Walletでは、
ブロックチェーンごとに多数のアカウントを作成できます。
1. このウォレットアプリで、[Setting(設定)]に移動して[Account(アカウント）]をタップします。
2. ブロックチェーンアカウントを追加して、
どちらがデフォルトアカウントかを決定できます。
3. [Add(追加)]をタップして新しいアカウントを追加します。
4. メッセージが表示されたら、セーフスクリーンをスライドして開き、パスワードを入力
します。次に、
システムによって新しいアカウントが生成され、それがアカウントリストに表示
されます。

注

•

デフォルトでは、FINNEYデバイスで新しいウォレットを作成すると、
ウォレットに

は残高0のBitcoin（ビットコイン）
アカウントとEthereum（イーサリアム）
アカウン
トの両方が設定されます。
アカウント名はBitcoin＃0とEthereum＃0です。

•

取引がないアカウントを削除するには、[アカウント]設定を使用します。

•

アカウント設定では、
さまざまなアカウントにわかりやすい名前を定義することも
できます。

•

その通貨で1つ以上の取引をすでに実行している場合にのみ、
その通貨の口座を
追加できます。
これは、既存の口座の残高が現在ゼロの場合でも同様です。
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トラブルシューティング
あなたがウォレットを使用しているときに起こりうる問題のために提案された解決策を以下で確認
してください。
問題

ソリューション

ウォレットを回復するために
あなたは再び回復プロセスを試行する必要はありません。あなたが
[Recover(回復)]オプションを使用し する必要があるのはここに説明する再同期だけです：
ましたが、同期に失敗しました。
•
ウォレットアプリ画面で[Recover(回復）]をタップします。
•

FINNEY™ ユーザーガイド
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dCENTER: SIRIN LABSのブロックチェーンセンター
DCENTERの概要
dCENTERは、暗号資産へのアクセス、分散アプリケーション（DApps）の卓越性の理解、無料AirDrop
トークンの提供、
ブロックチェーンと暗号通貨の学習リソースへのアクセスを提供するSIRIN OSアプ
リです。
初めてdCENTERアプリを開くときは、以下に示すように利用規約に同意する必要があります。

それを完了すると、以下のようにAirDrops登録画面が開きます。

FINNEY™ ユーザーガイド

25

AirDropsサービスに登録することにより、SIRIN LABSが定期的にあなたに暗号通貨トークンや代
替不可能なトークン（NFT: Non-fungible token、
ノン ファンジブル トークン）のような無料の
AirDropsを送ることを許可することになります。
1. dCENTERアプリで、[登録]をタップしてFINNEY Walletアプリの登録プロセスを続行します。
2. FINNEY Walletアプリでは、セーフスクリーンを開くように求められます。
3. [承認]をタップして登録を確定します。
4. パスワードを入力パスワードを入力すると、
自動的にdCENTERに戻ります。

注

dCENTERを使用するには、既存のEthereum(イーサリアム）暗号ウォレットが必要です。

dCENTERアプリの登録とFINNEY Walletへの同期が完了すると、dCENTERアプリが次のように開き
ます。

DApps（分散型アプリケーション）
DAppは、暗号通貨と一緒に使用される分散アプリケーションです。dCENTERアプリは自動的にあな
たのFINNEYウォレットに接続され、必要な暗号支払いを可能にします。

Learn & Earn, dCENTER 教育センター
Learn＆Earnセクションには、
ブロックチェーン、暗号通貨、今後のICOなどに関する教育用ビデオが
あります。各ビデオの終わりに、学んだことについて簡単な小テスト
（クイズ）を受けるように勧めら
れます。その後、
トークンまたはERC 721などの他の暗号化資産のいずれかの形式でクイズに合格し
たことに対して報酬を請求できます。

FINNEY™ ユーザーガイド
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教育センターにアクセスするには：

1. 分散型アプリケーションセンター（dCENTER App）を開きます。
2. 画面の下部にある[Learn and Earn]をタップします。

3. 次に、
あなたが学びたい教育キャンペーンを選んでください。
4. 正しく質問に答え、あなたの報酬を集めましょう。

AirDrops(エア―ドロップ）
dCENTERアプリのこの部分では、集められたすべてのAirDrop（エアードロップ）
を見ることができます。

FINNEY™ ユーザーガイド
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注

AirDropsサービスを受けるには、
まずSIRIN LABSに登録する必要があります。SIRIN
LABSでの登録については、セクション3を参照してください。
エアードロップ（Airdrops）サービスは、特定の地域やユーザーに制限されることが
あります。

プロフィール：

dCENTERプロファイルエリアでは、
アプリのさまざまな要素をカスタマイズできます：
オプション

説明

お気に入り

アプリをdCENTERのホーム画面に表示される
「お気に入り」
として定義できます。

設定

•
•
•
•
•
•

FINNEY™ ユーザーガイド
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FINNEY™ セキュリティセンター
SIRIN LABSの高度なサイバーセキュリティ機能は、FINNEY™デバイスのさまざまな側面に現れてい
ます。
これらはあなたの会話やデータを強力に保護します。下記の説明に従って、[セキュリティ]メニ
ュー設定で希望のセキュリティレベルを設定できます。

スクリーンロック
ご使用中の携帯電話のスクリーンロック方法を定義することができます。
スクリーンロック方法を設
定するには：
1. [スクリーンセキュリティ]メニューで、[スクリーンロック]をタップします。
2. 利用可能なオプションから選択します。

重要

•

FINNEYのセーフスクリーンが開いているときは、
スクリーンロックを使用する必要
があります。最高レベルのセキュリティを確保するために、指紋モードの使用をお勧
めします。

•

さらに、バックアップとして携帯電話にアクセスするための追加モードも設定する必
要があります。
このバックアップモードは、パスワード、パターン、PINなど、他の方法
のいずれかになります。

サイバーセキュリティ

FINNEY™ ユーザーガイド
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この設定を使用して、
ご使用中のスマートフォンの高度なSIRIN LABSサイバープロテクションをオン
またはオフにします。[ホワイトリストの管理]オプションを使用して、デバイスの承認済みリストにア
プリまたはWi-Fiネットワークを追加または削除できます。

ホワイトリスト
ホワイトリストを使用して、Cyber Protectionによってフラグが立てられたアプリおよびWi-Fiネットワ
ークを承認します。疑わしいアプリやネットワークに関するメッセージが表示されたら、
これらのリス
トにエントリを追加できます。[追加]をタップして、
アプリまたはWi-Fiネットワークを承認済みリスト
に追加します。Wi-Fi接続またはアプリをオフにしたり一時停止したりすることもできます。

FINNEY™ ユーザーガイド
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FINNEY™ スマートフォンの基礎
メインスクリーンレイアウト

ステータスバー
画面上部のバーには、
スマートフォンのさまざまなステータスが表示されます。

クイック設定メニュー
画面上部から下にスワイプして、[クイック設定]メニューにアクセスします。
このメニューでは以下の
ことができます：
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

輝度設定の調整
WiFi のオン/オフ
携帯電話ネットワークアクセスのオン/オフ
WiFi のオン/オフ
画面回転の有効化/無効化
フラッシュライトのオン/オフ
画面の画像のキャプチャ
電話機を機内モードへの切り替えのオン/オフ
着信拒否［サイレント］モード切り替えのオン/オフ

位置情報サービスのオン/オフ
NFCのオン/オフ
バッテリセーバーのオン/オフ
歯車のアイコンをタップして設定メニューを開きます

FINNEY™ ユーザーガイド
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ナビゲーションバー

画面の下部に、次のアイコンがあります：
•
•
•

左側の矢印アイコンは[戻る]ボタンです
真ん中の円のアイコンでホーム画面へ移動します。
右側の四角いアイコンで、OverviewまたはRecents画面に移動します。

プリロードSIRIN LABSアプリケーション
Trust Call
TrustCallは、インストール、管理、および使用が簡単なアプリケーションを使用して、安全なHD品質
の通話、テキストメッセージング、およびグループメッセージングを可能にします。TrustCallを使用
すると、デバイスタイプ、ネットワーク
（LTE、Wi-Fiおよび4G、3G、2Gを含む）、およびオペレーティン
グシステムの如何を問わずシームレスに電話をかけたりテキストメッセージを送信したりできま
す。TrustCallのHD性能と品質は他の安全な通信ソリューションを上回り、通常の携帯電話やテキス
トメッセージに匹敵する使い慣れたユーザーエクスペリエンスを提供します。

コインテレグラフ
（Cointelegraph）
Cointelegraphは、お使いの携帯電話でトップブロックチェーン、暗号通貨、およびビットコインのニ
ュースを受信するのに最適なアプリです。ポケットの中に最新かつ最もホットなストーリーを入手す
ることで業界のトップを走り続けましょう！簡単に見出しを閲覧し、後でそれらを読むために記事を
保存し、そしてインタラクティブなチャートの助けを借りてリアルタイムの市場データを探索すること
ができます。

ProtonMail（プロトンメール）
プライバシー保護に徹底したE-メール
FINNEY™はProtonMailを搭載した安全なEメールアプリを備えています。ProtonMail website から
登録するか、Google Playストアからアプリをダウンロードしてください。

Googleアプリ
FINNEY™デバイスには、Google Play、Gmail、Google Hangouts™、Maps™、Google Playミュージ
ック、Google Photos™、YouTube™、Google Translate™、Google Drive™、Google Chrome™などの
Googleアプリがプリロードされています。

クイックアクセス
画面がロックされている場合でも、次の機能にアクセスできます：
•
•
•

Googleアシスタントを開くには、
アイコンを画面の右側にドラッグします。
ロックアイコンを画面の中央にドラッグしてロック画面を開きます。
カメラを開くには、
アイコンを画面の左側にドラッグします。

注

電話がいずれかの認証方法でロックされている場合、
ダイヤラは緊急通話用にの
み開きます。
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電話通話

FINNEY™から電話をかけるには、いくつかの便利な方法があります：
•
•
•

画面上のダイヤルパッドを使用する
通話履歴から電話をかける
連絡先履歴から電話をかける

連絡先
直接入力して携帯電話に保存する連絡先や、
さまざまなアカウントと同期している連絡先
（Google、Outlookなど）など、異なるソースから連絡先を保存および管理できます。
初めてデバイスを起動してGoogleアカウントにサインインすると、そのアカウントの既存の連絡先
はすべて連絡先と同期されます。連絡先はアルファベット順にソートされています。

注

スマートフォンを工場出荷時のデフォルトパラメータにリセットすると、ローカルに
保存されている連絡先（電話連絡先）が失われる可能性があります。

メッセージング

メッセージングアプリを使用してSMSメッセージを送受信します。

カメラ

写真やビデオを撮って共有するためにカメラアプリを使うことができます：
•
•
•
•
•

写真を撮影
ビデオ録画
パノラマ画像を撮る
連写モードで連続して複数の画像を撮影する
スローモーションでビデオを録画して再生する

ツールとカレンダー
カレンダー

予定表アプリケーションを使用して、予定、会議、および予定を作成および管理します。
カレンダーは時間を整理し、重要なイベントをあなたに思い出させます。
カレンダーは、
Microsoft®ExchangeActiveSync®、OutlookなどのWebベースのカレンダーと同期できます。

クロック
（時計）

お使いの携帯電話には、次のことを可能にする基本的な時計アプリが含まれています：
•
•
•
•

アラーム設定
世界時計機能表示するには地球のアイコンをタップします
タイマーの設定
時計をストップウォッチとして使う

計算機

お使いの携帯電話の便利な組み込みの電卓アプリは通常の電卓の他に数式計算も可能です。
FINNEY™ ユーザーガイド
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設定
システム設定にアクセスする方法
•
•

FINNEY™のホーム画面で、上にスクロールしてアプリの引き出しを表示します。
アイコンをタップして設定メニューを開きます。

これらの設定をコンフィグレーションできます。
設定

説明

ネットワークとインターネ
ット

Wi-Fi接続、モバイルネットワーク、ホットスポット、テザリングが含まれます。

接続済みデバイス

Bluetooth接続、NFCデータ交換、印刷設定などをセットアップします。

アプリケーションと通知

通知、権限などを含むアプリ管理

バッテリー

バッテリーの使用状況、
スリープ、その他のバッテリー関連の設定にドリルダウ
ンします。

ディスプレイ

明るさのレベル、壁紙、ディスプレイサイズなどを設定します。

サウンド

バイブレーションモード、着信拒否、そして着信音を含むあなたのデバイスの
ための様々なサウンド設定を定義することができます。

スト―レージスペース

デバイス全体のデバイスストレージを管理できます。

セキュリティ & 位置情報

指紋、PIN、その他の関連設定などのロック設定が含まれています。

ユーザー &アカウント

ExchangeやGoogleなど、
さまざまな種類のアカウントをデバイスに追加でき
ます。

アクセシビリティ

サウンドとディスプレイの設定、テキストの音声変換およびその他の関連オプ
ションが含まれています。

Google

このオプションを使用すると、デバイスに合わせてさまざまなGoogleサービス
を設定できます。

システム

言語、
日付と時刻、およびその他の設定を定義します。

セキュリティ。
SIRIN LABSの高度なサイバーセキュリティ機能は、FINNEYのさまざまな側面に現れています。
これら
はあなたの会話やデータを強力に保護します。
下記の説明に従って、[セキュリティ]メニュー設定で希望のセキュリティレベルを設定できます。

スクリーンロック
ご使用中の携帯電話のスクリーンロック方法を定義することができます。
スクリーンロック方法を設
定するには：
FINNEY™ ユーザーガイド
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1. [スクリーンセキュリティ]メニューで、[スクリーンロック]をタップします。
2. 利用可能なオプションから選択します。

重要

FINNEYのセーフスクリーンが開いているときは、
スクリーンロックを使用する
必要があります。最高レベルのセキュリティを確保するために、指紋モードの
使用をお勧めします。
さらに、バックアップとして携帯電話にアクセスするための追加モードも設定
する必要があります。
このバックアップモードは、パスワード、パターン、PINな
ど、他の方法のいずれかになります。

アプリロッカー
お使いのFINNEYデバイスはデバイス上の異なるアプリをロックすることを可能にします。
これは、た
とえば、
ご自分の携帯電話を誰かに貸した場合、その携帯電話の特定のアプリにアクセスさせたくな
い場合に便利です。あなたは2つの方法のうちの1つでアプリをロックすることができます：
•

ロックしたいアプリで、長押ししてから[ロック]をタップします。
プロンプトが表示されたら、ロック
方法を入力します。すでにあなたのデバイスでロック方法として定義している場合は、PIN番号、
あるいは指紋ロックも使うことができます。

•

設定＞セキュリティ＞アプリケーションロッカーの順に実行使用したいロック方法を選択し、そし
てリストからあなたがロックしたいアプリのリストをタップすることができます。

この設定を使用して、ロックされたアプリを管理できます。

サイバーセキュリティ
この設定を使用して、
スマートフォンの高度なFINNEY™サイバー保護を有効または無効にしま
す。Wi-Fiおよびアプリケーションホワイトリストオプションを使用して、
アプリまたはWi-Fiネットワー
クをデバイスの承認済みリストに追加または削除することができます。

注

サイバー脅威履歴の下で、対処された脅威のログを見ることができます。

ホワイトリスト
ホワイトリストを使用して、Cyber Protectionによってフラグが立てられたアプリおよびWi-Fiネットワ
ークを承認します。疑わしいアプリやネットワークに関するメッセージが表示されたら、
これらのリス
トにエントリを追加できます。[追加]をタップして、
アプリまたはWi-Fiネットワークを承認済みリスト
に追加します。Wi-Fi接続またはアプリをオフにしたり一時停止したりすることもできます。
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FINNEY™: 製品仕様
一般
•
•

モデル名: FINNEY™U1
モデル番号:SR00300-W, SR00300-E

FINNEY™ Boxの内容
•

FINNEY™ スマートフォン

•

Qualcomm®クイックチャージ4.0™テクノロジーを搭載した5つの地域用コンセント付きのユニバ
ーサル充電器（イギリス、
アメリカ、EU、AU、KO）

•

USB3.0タイプC - Cデータおよび1メートル充電ケーブル

•

アクティブ ディジタル・ツー・アナログコンバータ
（DAC）オーディオドングル

•

SIM取り出しツール

•

関連文書類：クイックスタートガイド、保証書、SAR、および安全性情報

Operating System（オペレーティングシステム）
•
•

Android 8.1.x

SIRIN OS™ 3.01

ブロックチェーン暗号
•

「コールドストレージ」型の暗号通貨ウォレット

•

主要な対応済み暗号通貨とトークン
（BTC、ETH、BNT、STX、CEL、SNT、TRX、BNB、VEN、OMG、ICX、
ZIL、AE、ZRX、BTM、REP、MKR、GNT、PPT、RHOC、BAT、IOST、WTC、KCS、DGD、LRC、PXS、NPXS、E
LF、HT、AION、NAS、MANA、FUN、WAX、KNC、DROP, MCO、POWR、LOOM、POLY、PAYX、KIN、C
MT、NULS、PAY、ENG、THETA、BIX、QAS、LINK）

•

最先端の暗号ウォレットアプリケーション

•

トークン変換サービス

•

内蔵式分散型アプリケーションストア

SIRIN LABSによるCyber セキュリティセンター
•

オンライン検出と予防的保護による、物理的、ネットワーク、およびマルウェアの脅威からの最善
の、包括的なオンデバイスのサイバー脅威からの保護。

•

機械学習による不正侵入防止システム (IPS)

•

ネットワーク攻撃からの保護

•

FINNEY™のセキュリティレベルを向上させるための侵入テストを伴うセキュアコーディング

•

最新のサイバー脅威に対応した定期的なセキュリティパッチリリース

FINNEY™ ユーザーガイド
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安全確実なハードウェアウォレット
•
•
•
•
•
•

初回使用時の不正開封防止補償

セキュリティスイッチの装備 (ウォレットの保護)
デュアルMCUアーキテクチャ

セキュアエレメント - 認証チップIC
ファイアウォール FPGA

エレクトロメカニカルスイッチ

寸法
•
•
•
•

長さ：158mm
幅:74.6 mm

奥行：9.3mm (標準)
重量：209g

ハードウェアとソフトウェアの特性
演算＆メモリ
•
•
•
•

Qualcomm® Snapdragon™ 845
Adreno™ 630 GPU

Hexagon™ 685 DSP
6GB RAM LPDDR4

ストレージ
•
•

128 GBのeMMCの内部メモリストレージ
最大2T拡張のSDメモリカードスロット

メインディスプレイ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6インチ画面

18：9ノッチ設計フォーマット
テクノロジー：CGS / LTPS

1080(H) x RGB x2160(V) ピクセル - 解像度

95％NTSC規格が鮮やかな色空間を生み出します
1500：1のコントラスト比（標準）
最大輝度550 cd / m 2（標準）

耐指紋耐性疎油性コーティング
Corning®Gorilla®ガラス
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セーフスクリーン
•
•
•
•
•

2インチ対角サイズ

解像度(WxH)256x64ピクセル
統合タッチ

PMOLEDモノホワイト

1800：1超高コントラスト

メインカメラ
•
•
•
•
•
•

12メガピクセルメインカメラ
絞りƒ/ 1.8

低照度イメージング用の1.4umピクセルサイズ
斜め75度の視野角

位相検出オートフォーカス
トゥルートーンフラッシュ

静止画イメージング
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

光学式画像安定化（OIS）
電子画像安定化（EIS）

オートハイダイナミックレンジ（HDR）イメージング
最大12メガピクセルの静止画イメージング
タッチ・トゥ・フォーカス/自動焦点
低光量撮影モード

自動ホワイトバランス(AWB)
パノラマイメージング
美容モード

タイマーキャプチャ
バーストモード

ビデオ録画
•
•
•
•
•
•
•
•

電子画像安定化（EIS）

60 fpsでの4Kビデオ録画（3840 x 2160ピクセル解像度）
60 fpsでの2Kビデオ録画（2540 x 1440ピクセル解像度）

スローモーションイメージング - 120 fpsでのFHDビデオ録画（1980 x 1080ピクセル解像度）
タッチ・トゥ・フォーカス
自動連続フォーカス

最大4倍デジタルズーム
ステレオ録音
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前部カメラ
•
•
•

広視野角8メガピクセル自撮りカメラ
ƒ/ 2.0絞り

斜め74度の視野角

自撮り画像撮影
•
•
•
•
•
•
•
•

電子画像安定化（EIS）

最大8メガピクセルの静止画イメージング

ハイダイナミックレンジ（HDR）イメージング
画像のジオタグ付け
美肌モード

ポートレートモード（ライブボケ効果付き）
タイマーキャプチャ
バーストモード

オーディオ
•
•
•

忠実度の高いサイドファイヤースピーカー
デュアルマイク対応

CSRaptX®高品質エンコードオーディオサポート

音声
•
•
•

ノイズキャンセラー付き

エコーキャンセラー付き
HD Voiceサポート

オーディオフォーマット
•

サポートされているフォーマット：WAV、MP3、AMR、MIDI、Vorbis、AAC、AAC +

ビデオフォーマット
•
•

サポートされているフォーマット：MPEG4,H.263,H.264,H.265,VP8,VP9
マルチメディア出力：ディスプレー

携帯電話とワイヤレス接続
4G LTE
•

Cat 12, 3xCA

ダウンリンク速度：600Mbps
アップリンク速度：150Mbps

•

FDD 帯域: B1 (2100); B2 (1900 PCS); B3 (1800 +); B4 (1700/2100 AWS 1); B5 (850); B7 (2600);
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B8 (900); B11 (1500 Lower); B12 (700 ac); B13 (700 c); B17 (700 bc.); B18 (800 Lower), B19
(800 Upper); B20 (800 DD); B21 (1500 Upper); B25 (1900 +); B26 (850 +); B28 (700 APT); B29
(700 de); B30 (2300 WCS); B66 (1700/2100)
•
•

ＴＤＤ帯域：B38 (TD 2600); B41 (TD 2500);

LTE 2xCAバンドコンビネーション：1A_3A, 1A_5A, 1A_7A, 1A_8A, 1A_20A, 1A_41A, 3A_3A,
3A_5A, 3A_7A, 3A_8A, 3A_20A, 5A_7A, 7A_7A, 7A_8A, 7A_20A, 38C, 41A_41A, 4A_17A,
2A_4A, 2A_2A, 4A_4A, 25A_25A, 1A_26A, 4A_13A, 21A_28A

•

LTE 3xCA バンドコンビネーション：1A_3A_3A, 1A_3A_5A, 1A_3A_8A, 1A_3A_20A,
1A_5A_7A, 3A_3A_7A, 3A_3A_8A, 3A_7A_7A, 3A_7A_20A, 41D, 2A_4A_12A, ,
1A_21A_28A, 1A_3A_21A, 1A_8A_11A, 3A_8A_11A, 1A_19A_21A, 1A_3A_19A,
3A_19A_21A , 2A_12A_30A, 4A_12A_30A, 2A_5A_30A, 4A_5A_30A, 2A_29A_30A,
4A_29A_30A, 2A_2A_12A, 4A_4A_12A, 1A_19A_21A, 1A_3A_19A

•

LTEアップリンク41C、7C、3A_7A、4A_12A、_1A_18A、1A_19A、1A_26A

UMTS
•
•

ダウンリンク速度：42Mbps、
アップリンク速度：UMTS 11Mbps
サポートされている帯域：1、2、4、5、6、8

CDMA2000
•

サポートされている帯域：BC0(800);BC1(1900PCS);BC10(セカンダリー800 MHz)

2G GSM
•

850; 900 (E-GSM); 1800 (DCS) 1900 (PCS)

ワイヤレス
•
•
•

2.4 GHz,5 GHz

802.11a / b / g / n / ac Wi Fi（2 x 2MIMO、最大866Mb /秒）

Wi-Fiホットスポット
（テザリングおよびポータブルホットスポット）

Bluetooth
•

Bluetooth 5.0

•

ヘッドセットプロファイル（HSP）、オブジェクトプッシュプロファイル（OPP）、パーソナルエリアネ
ットワークプロファイル（PAN）、電話帳アクセスプロファイル（PBA）、高度オーディオ配信プロフ
ァイル（A2DP）、ヒューマンインターフェイスデバイスプロファイル（HID）、オーディオ/ビデオリモ
ートコントロール プロファイル（AVRCP）、ハンズフリープロファイル（HFP）、デバイスIDプロファ
イル（DIP）、汎用オーディオ/ビデオ配信プロファイル（GAVDP）、
メッセージアクセスプロファイル
（MAP）
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SIM
•
•

ナノSIM

ホットスワップ

USB
•
•
•
•
•
•

USB 3.1

USBハイスピード（480 Mbps）

USB充電、USB急速充電、USBホスト、USB On-The-Go 1.3、USB On-The-Go 2.0
USB Type-Cリバーシブル
USB電源方向スイッチ
ディスプレーポート

NFC
•
•

NFC (A)
NFC (B)

充電およびバッテリー
•

内部3260mAhリチウムイオン

•
•
•
•
•
•
•

スタンバイ：最大450時間（2週間以上）
通話時間：最大20時間（UMTS）
ビデオ再生：最大10時間

音楽再生：最大65時間（BTイヤホン）

インターネット利用（Wi-Fi）
：最大13時間
インターネット利用（3G）
：最大13時間
インターネット利用（4G）
：最大13時間

上記の時間は、社内のラボテスト条件に基づいています。実際のバッテリー寿命は、デバイスのモデ
ル、使用パターン、その他の周辺状況および環境要因によって異なります。
•

Qualcomm Quick ChargeTM 4.0
•
•

50％までの充電時間<30分
満充電までの時間<120分

センサー
•
•
•
•
•
•

ジャイロスコープと加速度計
指紋センサー
近接センサー

周囲光センサー

eコンパス
ウェイクアップダブルタップセンサー
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位置情報
•

GPS、同時GPS、
ジオタグ、A-GPS、QuickGPS、GLONASS、GPS gen 9

アプリ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIRIN LABS社から発売のFINNEY™ ウォレット

SIRIN LABSにより提供されるCyber セキュリティセンター
Cyber Security Center
FINNEY™ App Locker

FINNEY™カメラアプリケーション
ProtonMail

Koolspan® Trust Call®

コインテレグラフ
（Cointelegraph）
Android標準アプリケーション
Googleアプリ

対応言語（電話）
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

アフリカーンス語（南アフリカ）
アルバニア語（アルバニア）
アムハラ語（エチオピア）
アラビア語（エジプト）

アラビア語（イスラエル）

アラビア語（アラブ首長国連邦）
ベンガル語（バングラデシュ）

ボスニア語（ラテン、ボスニアヘルツェゴビナ）
ブルガリア語（ブルガリア）

ビルマ語（ミャンマー（ビルマ））
中国語（簡体字、中国）
中国語（簡体字、香港）

中国語（簡体字、
シンガポール
中国語（繁体字、香港）
中国語（繁体字、台湾）

クロアチア語（クロアチア）
チェコ語（チェコ共和国）

デンマーク語（デンマーク）
オランダ語（オランダ）
英語（オーストラリア）
英語（カナダ）
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

英語（インド）

英語（アイルランド）

英語（ニュージーランド）
英語（シンガポール）
英語 (英国)
英語 (米国)

英語（ジンバブエ）

エストニア語（エストニア）
フィリピン語（フィリピン）

フィンランド語（フィンランド）
フランス語（カナダ）

フランス語（フランス）
フランス語（スイス）

ドイツ語（オーストリア）
ドイツ語（ドイツ）

ドイツ語（リヒテンシュタイン）
ドイツ語（スイス）

ギリシャ語（ギリシャ）

グジャラート語（インド）

ヘブライ語（イスラエル）
ヒンディー語（インド）
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ハンガリー語（ハンガリー）

アイスランド語（アイスランド）
インドネシア語(インドネシア)
イタリア語（イタリア）
イタリア語（スイス）
日本語(日本)

カンナダ語（インド）

カザフ語（カザフスタン）

クメール語（カンボジア）
韓国（韓国語）

ラオス語（ラオス）

ラトビア語（ラトビア）

リトアニア語（リトアニア）

マケドニア語（マケドニア
（FYROM））
マレー語（マレーシア）

マラヤーラム語（インド）
マラーティー語（インド）
ネパール語（ネパール）

ノルウェー語ブークモール（ノルウェー）
ペルシャ語（アフガニスタン）
ペルシャ語（アフガニスタン）
ポーランド語（ポーランド）
ポルトガル語（ブラジル）

ポルトガル語（ポルトガル）

パンジャブ語（インド、
グルムッキ）
ルーマニア語（ルーマニア）
ロシア語(ロシア)

セルビア語（キリル、セルビア）
シンハラ語（スリランカ）

スロバキア語（スロバキア）

スロベニア語（スロベニア）
スペイン語（スペイン）
スペイン語 (米国)

スワヒリ語（タンザニア）

スウェーデン語（スウェーデン）
タミル語（インド）

テルグ語（インド）
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•
•
•
•
•

タイ語（タイ）

トルコ語（トルコ）

ウクライナ語（ウクライナ）

ウルドゥー語（パキスタン）
ベトナム語(ベトナム)

環境保護
•

IP52防塵/耐水性

•

動作周囲温度：-10°
〜55°
C（14°
〜113°
F）

•

保管温度：-20〜75℃（-4〜131°
F）

•

相対湿度：5〜95％結露なきこと

•

ツールを使用してSIMトレイを開きます。
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FINNEY™製品ケア
FINNEY™を開発するに当たって、SIRIN LABSは最高品質の耐久性のある素材を使用して精緻な技術
により、
このスマートフォンを製造しました。
しかし、
ご使用中のFINNEYの継続的な優れた状態を確
実にするために、製品を扱う場合の注意は 不可欠です。

一般
•
•

特に硬表面上に、電話機を落とさないでください。
電話機を汚れやほこりから保護してください。

•

携帯電話を誤用したり悪用したりしないでください。

•

電話の表面がナイフ、刃、鍵、
ダイヤモンドなどの鋭利なものや他の宝石類と接触しないようにし
てください。

•

FINNEY™を溶剤、塩基性および酸性溶液、
アルカリ、
アセトン、塩水などの物質と接触させないで
ください。

•

内蔵電池やメモリカードを取り外さないでください。

•

下図のようにSIMツールを使用してSIMトレイを開きます。
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