もっと気持ちが

好きなときに、

伝わるから、

すぐ撮れる、

特別な絆が生まれる。

すぐ見られる。

arrowsが実現するのは、ヒューマンセントリックエンジンに
支えられた、ほんとうの“心地よさ”。
これからも、
「 あなたに寄り添うスマートフォン」
として、
進化を続けていきます。

いつでも、

毎日を、

どこでも、

もっとカンタンに、

安 心して使える。

もっとワクワクに。

さらなる進化で、
より快適な生活をサポート。
®
arrowsを支えるヒューマンセントリックエンジン 。
1

富士通独自の先進技術をあますことなく注ぎ込み、より豊かで、より快適な生活を実現します。
※
「ヒューマンセントリックエンジン」
は富士通株式会社の登録商標です。※画像はイメージです。

2

強さと、美しさ、安 心を備えた ar r ows 。
選べる2つの心 地よさ。
NEW モデル
＼ ココ が オススメ ／
画面割れに強い

SOLID SHIELD構造
カンタン・安心のセキュリティ

虹彩認証

ONKYOが認めた

カッパー

ブラック

Black

3

上質なデザイン

さまざまなシーンで安心

電池3日持ち

＊3

&

堅牢設計

高画質広角カメラ

ホワイト

White

ドコモ スマ ホ で 最 も厳しい 水 準 の 落 下 試 験＊1を クリア。
画 面 割 れ に 強く＊2 、快 適 な 使 い 心 地 。

F-01J

素材と持ちやすさにこだわった

薄暗い場所でもキレイに撮れる

高音質サウンド

Copper

＼ ココ が オススメ ／

詳しくは
P.5 へ

＊1高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させて画面が割れないことを確認する試験をクリア(2016年10月現在。NTTドコモ調べ)。 ＊2無故障・
ち時間です（NTTドコモ調べ／メーカー調べ）実際の利用状況（連続通話や動画を大量にダウンロードした場合など）によってはそれを下回る場合があ

ゴールド

Gold

ブラック

Black

ホワイト

White

磨 き抜 か れたデ ザインと安 心 の 使 いやすさを備えた
３日 持ち ＊3 a r r o w s 。

F-03H

詳しくは

P.25 へ

無破損を保証するものではございません。
＊3平均的なスマートフォン利用（インテージ社2015年6月調査データを基に算出）があった場合の電池の持
ります。詳しくは「ドコモのホームページ」
をご確認ください。 ※掲載の内容はAndroidTM6.0バージョンの内容です。 ※画像はイメージです。

4

ドコモスマホで最も厳しい水準の
＊1
落下試験 をクリア。
＊2
画面割れに強く 、快適な使い心地。

F-01J
「スマホを落として“ヒヤリ”」
を軽減！
画面割れに強い独自設計。

F-01J

パスワードも口座番号もカンタン管理。
画面を見るだけの虹彩認証。

♬

Copper

カッパー

Black

ブラック

使いこんで味わいを
サイドのアルミと美しい
増したような愛着ある表情。 コントラストを描く王道の黒。

White

ONKYOが認めた高品質サウンドで、
臨場感あふれる音楽・動画を楽しめる。

ホワイト

シンプルかつメタリック感
を強調した、美しき白。

＊1 高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させて画面が割れな
いことを確認する試験をクリア(2016年10月現在。NTTドコモ調べ)。
＊2 無故障・無破損を保証するものではございません。

「強さ」
と
「優しさ」
を
両立させた、

美しいカタチ。
5

より強く。

硬度が高い7000シリーズ
アルミニウムを採用したフレーム。

より心地よく。

手に吸いつくような握り心地と素材
にこだわった手触りのよさ。

より薄く。

薄さ約7.7mm。二層に分かれた構造により、
さらに薄く見える工夫も施しています。
※画像はイメージです。

6

Solid

画面割れに強い独自設計。
落としても、画 面が割れにくい。
独自の［SO L I D SHI ELD構造］
ソリッド

ステンレスフレーム

内部の両側壁にステンレスフレー
ムを追加し、
より
「曲がり」にくく、
「ゆがみ」
にくいボディに。

シールド

ステンレスホルダ

ボディ全体の剛性を高め、曲げ耐性
を向上させるため、内部のステンレス
ホルダの厚みをアップしました。

ステンレスホルダ

7000シリーズアルミニウム

+

ハードアルマイト加工

アルミ合 金の中でも硬 度が 高い素 材
7000シリーズアルミニウムに加え、独自
のハードアルマイト加工で、チタン合金
を超える硬度＊1を実現しました。
キズつきにくさ

2

F-01J

ステンレスフレーム

キズつきにくいから、ずっと美しく。

＊2

約 倍

＊1 硬度をあらわす尺度の一つであるビッカース硬度に
おいて。
（ビッカース硬度：ダイヤモンドの圧子を押し付け
た時に出来る凹みの面積の大小で硬度を判断する。）
＊2 F-02Hと比較して。

ディスプレイを保護する。
画面保護フレーム
内部イメージ

衝撃を最小限に抑える。
リジッドベゼル

コーナーをラウンドさせることで落下時の衝撃を
分散させ、画面への衝撃を最小限に抑制します。
7

画面周囲に0.3mmのフチを立
て、落 下 時にも画 面が直 接 地
面に当たりにくくなります。

Corning Gorilla Glass 3

優れた耐久性を備えたディスプレイを
採用。
さらにガラスの厚みを0.55mm
（F-02H）から0.7mmにすることで強
度を向上させました。

画面保護フレーム

0.3mm

ガラスの厚み

本体

0.7mm

地面
※画像はイメージです。

8

Securit y

一瞬でできる感動をあなたへ。
個 人 情 報を
安 全・カンタンに
呼び出す。

速い

パーソナルノート 虹彩認証

画面を見るだけ
一瞬で認証

賢い

使うほど
精度アップ

画 面を見るだけで
「したい！」がすぐできる。

F-01J

便利

Webサイトも
ドコモサービスも

Webサイトへのログインやネットショッ
ピングなどで必要な、IDやパスワード、
カード番号や口座番号などの個人情
報も画面を見るだけで、カンタンに呼
び出せます。
さらに、
引用画面を下半分
で表示する新しいUIで、今までよりも
短いステップで入力可能。安心して快
適に使うことができます。

たとえば、こんなシーンで。
ユーザー 登 録やカード決 済 時の
情 報 入力がよりカンタンに！

こうさいにんしょう

虹彩認証「Iris Passport」

目の瞳孔の外側にある各人固有の
「虹彩」
（Iris・アイリス）
を読み取る次世代
の生体認証。
新・虹彩カメラと最新の虹彩認証エンジンv3を採用し、
屋外でも
さらに使いやすくなりました。

・ネットバンキングの利用
・Webサイトでの会員登録
・SNS登録・ログイン

タッチでON 虹彩認証

電 源ボタンを押すだけで
なく、画面を2回タッチす
るだけでも点灯でき、画面
を見ればすぐさま認 証 完
了です。
9

さらに！使うほど認証精度アップ
指で2回タッチ、
画面オン！

画面を見る！

認証完了！

学習機能により、認証するたびに虹彩情報をアップデートし、
認証精度が向上します。
※画像はイメージです。
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Safet y

さまざまなシーンで 安心して 使 える。
日常でもアウトドアでも、
快 適に使える。
MIL規格14項目準拠

米国国防総省が定めたMIL規格の14項目に準拠。耐久試験をクリアし、
日
常づかいをはじめ、豪雨や雪山などのさまざまな環境で、安心して使えます。

F-01J

天候の変わりやすい高地

旅行や出張でも安心、
余裕の電池持ち。

しんし

防水（浸漬） 防水（風雨）

ぼうじん

傘を忘れた日の突然の豪雨

防塵

耐衝撃

耐振動

耐日射

防湿

高温保管

低温動作

低温保管

低圧動作

低圧保管

2850mAhバッテリー&省電力設計

なかなか充電できない状況でも、動画やWebサイトの閲覧を
安心して楽しめます。
塩水耐久

用途を見 極めて、賢く節電。

高温動作

※米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）
の14項目、落下、浸漬、粉塵、塩水噴霧、湿度、太陽光照射、振
動、風雨、高温動作（60℃固定）、高温保管（70℃固定）、低温動作（-20℃固定）、低温保管（-30℃固定）、低圧
保管、低圧動作に準拠した試験を実施。 ※状況や環境によっては、動作を保証できない場合があります。

NX!Tune

使う人が快適と感じるスピード、最も効率的なCPUの使い方を分析。
利用シーンに合わせて、省エネと高いパフォーマンスを長時間持続します。

防水（IPX5/IPX8）
・防塵（IP6X）対応

お風呂やキッチンなどの水まわり、
アウトドアでも安心して使えます。
※防水・防塵性能について詳しくはP33をご覧ください。

11

※画像はイメージです。
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Sound／Display

臨 場 感あふれるサウンドと超 美 麗ディスプレイ。

色再現性がアップした

（y）

IPS-NEO TMディスプレイ

O NK YO 監 修による
サウンドクオリティ。
TUNED BY ONKYO

ONKYOデジタルオーディオプレーヤー開発チームと共同でのチューニング
を実現。
イヤホン回路には、音響特性のよい部品を採用し、
デジタルノイズや
歪みの少ない、
オーディオプレーヤークラスの高品位な音質で楽しめます。

96％の高い色再現性に加え、ハリ
ウッドのメジャー映画スタジオが
定めたDCI規格の色域にも準拠し、
かつてない鮮やかな描写力で映像
を楽しめます。

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8（x）

DCI-P3

従来（F-02H）

進化したXevic（ゼビック）

富士通独自の高画質化エンジン
「Xevic」がさらに進化。
工学院大学との共同プロジェクトにより実現した非線形
超解像技術を、新たに静止画にも採用。
より解像感の高
い、美しい画像が楽しめます。

ハイレゾ音源対応

13

色再現範囲（色度図）

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

F-01J

輪郭を
抽出

音楽CDの約6.5倍の情報量で、録音時の空気感・臨場感まで楽しめます。
メディアプレイヤーで、192kHz/24bitのFLAC、WAVの再生が可能です。
※ハイレゾ音源を再生する場合は、ハイレゾに対応したイヤホンをステレオイヤホン端子に接続して、本端末
内やmicroSDカード内のファイルを再生してください。スピーカーやBluetoothヘッドセットなどを使用する
と、ハイレゾ品質で再生されません。※ハイレゾ再生時は、Dolbyの機能は利用できません。※ハイレゾ音
源、ハイレゾ対応機器が必要です。

F-01J

目を奪われる
美しい描写力で、
映像世界に
入り込む。

非線形
関数
通常

超解像
※画像はイメージです。
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Camera

より速く、広く、美しく。カメラ を楽しみ尽くす。

目線ガイド
セルフタイマー

撮りたい瞬 間を「 切り取る」
高速起動& 撮 影アウトカメラ。
0.5秒高速起動

高速ハイブリッドオートフォーカス

カメラの起動からシャッターを押
せるまでが、約 0 . 5 秒と高 速 化 。
シャッターチャンスを逃さずキレ
イに撮影できます。

約

0.5

起動から
AF完了までを

秒

高速起動
15

富 士 通 独自の「コントラストA F
（オートフォーカス）」技術に、
「位
相差AF」が加わり、高速なピント
合わせを実現しました。

約

60
短縮！

笑顔と目線を逃さない。
楽しく撮れるインカメラ。
有効画素数約500万画素広角インカメラ

目線ガイド セルフタイマー

焦点距離23mmの広角レンズを搭載。
グループショットや背景入りの自分撮り
がカンタンに楽しめます。

自然に目線を誘導し、みんな
のタイミングに合わせて撮影。

暗いところでも、
笑顔がキレイに撮れる。
暗所合成＊

＊

%

F-01J

インカメラ

＊F-02Hと
比較して

暗いところでも笑顔をキレイに、背景の夜景やイルミネーションも美しく残
せます。＊インカメラのみ対応。
※画像はイメージです。
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Input System

Mult i Connect ion

通勤中でもカフェでも快適動画を。

自分の想いをよりカンタンに、
正確に伝えられる。

見たいときに、快適に動画を楽しめる。

F-01J

長文でも、すいすい文字入力。

ウルティアス

Super ATOK ULTIAS

『2016年最新のATOK辞書』を搭載し、常に最新
ワードに変換できます。
「文字+数字」
や
「文字+絵文
字」
も合わせて学習し、かしこく予測変換するので、
よりカンタンな操作で文字を入力できます。
Super ATOK ULTIASならではの多彩な機能
●

最旬ワードを自動追加。

●

意味を調べて入力できる。

●

町名だけで住所が打てる。

富士通独自の高速・安定通信「マルチコネクション」

電波状況と通信速度を監視し、Wi-Fiと3G／LTEから品質の良い回線を選ん
で安定した通信をキープ。
また、高速ストリーミングに対応し、動画などを快適
に楽しめます。
さらに、
アプリや音楽のダウンロードもより短時間で完了。
※対象アプリはChrome、dヒッツ、Playムービーに限ります。 ※Chrome上において、一部のコンテンツは高
速ストリーミング非適用となる場合があります。

ダウンロード中…

データ

Wi-Fi
Wi-Fi通信の感度が
悪くなると、3G/LTEに
自動切り替え接続！

Wi-Fi通信の感度が悪くて
ダウンロードが進まない

マルチコネクションOFF
Wi-Fiの感度が悪くても
接続エラーなく
動画を快適視聴♪

データ

3G/LTE
マルチコネクションON

17

※画像はイメージです。
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Human Cent ric Engine

あなたの 使うシーンに合わせ て快 適さをサポート。
これからの「オトナ」に向けた
新しいインターフェース。

F-01J

誰もが最高の使いやすさを実感できる
スマートフォンを目指して。
いつでも文字が見やすい、
これからの「オトナ」に向けた
インターフェースを開発しました。

ワンタッチで、文字を見やすく。

読みたい箇 所を瞬 時にズーム。

はっきり文字

いつでもズーム

Webページやアプリで、文字が小さくて見にくいと感じたときに、
ワンタッチ
で文字を
「特大」
サイズに拡大し、見やすいフォントに切り替えます。

ピンチアウト操作で拡大できず読みにくいニュース記事なども、
ワンタッチで
一時的に画面を強制的にズーム。読みやすい大きさに調整できます。

富士花子さん
こんにちは。お久しぶり
です。
ご無沙汰しています。
お元気ですか？
おかげさまで、元気です。
久しぶりにランチでも行
きませんか？

富士花子さん

通知パネルから
スマートに一発切替
富士花子さん

こんにちは。お久しぶり
です。

ご無沙汰しています。
お元気ですか？
おかげさまで、元気です。
久しぶりにランチでも行
きませんか？

こんにちは。お久しぶり
です。
ご無沙汰しています。
お元気ですか？

文字サイズ拡大＆
見やすいフォント

ズーム中に、
ピンチイン
ピンチアウト操作も可能

おかげさまで、元気です。
久しぶりにランチでも行
きませんか？

ワンタッチで
ズーム

19

※画像はイメージです。
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Human Cent ric Engine

あなたの 使うシーンに合わせ て快 適さをサポート。
雑 踏の中でも通 話を快 適に。
VoLTE（HD+）

従来のVoLTEが対応する7kHzから、
さらに高音の14.4kHzまでをカバー。
より肉声に近いクリアな音質で通話できます。
スーパーはっきりボイス4

聞こえにくい声を検知し、受話音の「こもり感」
「 軽さ」を自動
調整します。
スーパーダブルマイク

さまざまな利用シーンで、
画面を見やすく、目にやさしく。
スーパークリアモード

周囲の明るさを検知し、輝度を自動調整。直射日光の下でも見やすくします。

暗くて
見づらい

ドコ モ スマ ホ で
最 も 厳 しい 水 準 の
落 下 試 験 をクリア。
画 面 割 れ に 強く、
快適な使い心地。

スーパークリアモードなし

ドコ モ スマ ホ で
最 も 厳 しい 水 準 の
落 下 試 験 をクリア。
画 面 割 れ に 強く、
快適な使い心地。

画面が明るいので
見やすい

スーパークリアモードあり

ブルーライトカットモード

疲れ目の原因の1つと言われている液晶画面から発せられるブルーライトを
約30％カットします。
21

F-01J

周囲の騒音を検知すると、自動的に雑音を抑えて自分の
声をクリアに届けます。

次の行動をさりげなく
アシストしてくれる。
パーソナルアシスト

時間や曜日、場所ごとの行動から習慣などを学習し
次の行動を予測します。
こんなシーンで、あなたをアシスト。
・ 駅に着いたら
「乗換案内アプリ」
を表示。
・ 旅行先で夜になると
「時計アプリ」
を表示し、
アラーム設定できる。
※各駅の緯度/経度情報は、国土交通省国土数値情報（鉄道データ）
を使用しています。

健 康 管 理に役 立つ。
My Tracker（マイトラッカー）

日々の歩数などを記録することで、生活習慣を見直せます。
※画像はイメージです。
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Useful Funct ion

多 彩な機 能を、快 適に使いこ なす。
いつもの機 能が一発起動。
スライドインランチャー

スワイプ操作で、よく使うアプ
リやショートカットをすぐに起
動可能。
たとえば、
トークアプリ
の個別トークを1ステップで起
動できます。

使いやすくシンプルな
ホームアプリ。
NX!ホーム シンプル

シンプルで使いやすい富士通オリジナルのホーム
アプリをプリインストール。
左右フリックだけで、通話をはじめとする基本画面
にアクセスできます。

※8項目まで自由に設定できます。 ※スワ
イプできる位置は
「スライドイン機能」
からお
好みで変更できます。

F-01J

スワイプ操作で
カンタン起動。

何度も開く画面も
すぐに起動できる。

直感的に操作でき、長文編集もカンタン。
なぞってコピー

写真や画像内に含まれる文字を、
カンタン操作でコピーし、そのままペース
トすることができます。
※スワイプできる位置は
「スライドイン機能」
からお好みに変更できます。
※背景が複雑な場合や文字の種類
によって、認識されないことがあります。

外出先でも快適に
ファイルの閲覧・編集ができる。
Microsoft Ofﬁceアプリ

M i c r o s o f tの公 式 O f ﬁ c eアプリ「 W o r d 」
「Excel」
「PowerPoint」
「 OneNote」
「 OneDrive」をプリインス
トール。高い互換性で、PCで作成したファイルの閲覧や
編集を快適に行えます。
Word

スワイプ操作で
「なぞってコピー」を選択。
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コピーしたい文字
を指でなぞる。

文字がコピー
される。

Excel

PowerPoint

OneNote

OneDrive

arrows NX F-01Jの詳しい情報はコチラから
http://www.fmworld.net/product/phone/f-01j/
※画像はイメージです。
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磨き抜かれたデザインと
安心の使いやすさを備えた
＊
３日持ち arrows。

F-03H
キズつきにくい素材や塗装を採用し、
持ちやすさにこだわった上質なデザイン。
3日を超える電池持ち＊と堅牢設計で、
さまざまなシーンで安心して使える。
薄暗い場所でもキレイに撮れる、高画質広角カメラ。
グループショットや自分撮りもカンタンに。
＊平均的なスマートフォン利用
（インテージ社2015年6月調査データを基に算出）
があった場合の
電池の持ち時間です
（NTTドコモ調べ／メーカー調べ）実際の利用状況（連続通話や動画を大量に
ダウンロードした場合など）
によってはそれを下回る場合があります。詳しくは
「ドコモのホームペー
ジ」
をご確認ください。

ゴールド

質感へのこだわり

ブラック

カラーごとに異なるテクスチャー
を背面に採用しました。
25

鉱石を割った断面のような
滑らかな艶を表現
ホワイト

親しみやすさを演出する
軽やかなファブリック調

素材へのこだわり

持ちやすさへのこだわり

側面には、ボディを永く美
しく使っていただけるよう、
ハードアルマイト処 理を
施したアルミ素材を採用
しました。

丸みを帯びたフォルムと、四隅
にグリップ力を高める角を設け、
吸いつくような握り心地を実現。

※画像はイメージです。

F-03H

さらなる上質を求めた、 きめ細かな粒子状
の質感で繊細な輝
きを表現
細部へのこだわり。
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Safet y

3日を超える電池持ちと、安心 の使い勝手。
電池3日持ち

＊

＊詳細はP26をご覧ください。

電池切れを気にせず、3日間使える。

堅牢設計

ボディを永く、美しいままに。

2580mAhバッテリー&省電力設計

ハードアルマイト

小旅行や出張中にも動画やWebサイトの閲覧を安心して楽しめます。

サイドフレームには、特殊表面処理を施した、
耐傷性の高いハードアルマイトを使用。

用途を見極めて、賢く節電。

外力
アルマイト層

NX!Tune

アルミ生地

使う人が快適と感じるスピード、最も効率的なCPUの使い方を分析。利用
シーンに合わせて、省エネと高いパフォーマンスを長時間持続します。

ハードアルマイト

アルマイト層が厚く
キズつきにくい

画面保護フレーム

画面周囲にフチを立てることで、落下時にも、
画面が直接地面に当たりにくくなります。

日本仕様の定番機能

ディスプレイ

画面保護フレーム
本体

ニーズの多い定番の仕様に、
しっかり対応。
ワンセグ

おサイフケータイ（FeliCaのみ）対応＊

「かざす」
だけでお支払いなどがカンタンに。
＊FeliCa方式のサービス
（iD、モバイルWAON、楽天Edy、QUICPay、モバイルSuica、
nanacoモバイルなど）
のみご利用になれます。
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さまざまな場所やシーンで
安心して使える。
MIL規格14項目準拠

F-03H

ロッドアンテナ内蔵なので、外付けパーツなどを使わなくてもワンセグ視聴
が可能です。

地面

米国国防総省が定めたMIL規格の14項目に準拠。耐久試験をクリアし、
日
常づかいをはじめ、豪雨や雪山などのさまざまな環境で、安心して使えます。
※米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）
の14項目、落下、浸漬、粉塵、塩水噴霧、湿度、太陽光照射、振
動、風雨、高温動作（60℃固定）、高温保管（70℃固定）、低温動作（-20℃固定）、低温保管（-30℃固定）、低圧
保管、低圧動作に準拠した試験を実施。 ※状況や環境によっては、動作を保証できない場合があります。

※画像はイメージです。
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Camera

思い出をキレイに残す広 角カ メラ。

室内の薄暗いシーンでも
人物や料理を美しく。

景色や人物が
より広い範囲で撮れる。

F値2.0の高性能レンズ

高性能レンズと高感度イメージセンサー搭載により、室内の薄暗いシーンで
も、人物や背景を美しく、料理などを色鮮やかに撮影できます。

有効画素数約1310万画素広角アウトカメラ

アウトカメラは、焦点距離22mm、画角約90度の広角レンズを採用。
風景や人数の多い写真をよりワイドに撮影できます。

有効画素数約500万画素広角インカメラ
従来（F-01H）
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F-03H

焦点距離23mm、画角約85度の広角レンズで、
より幅広く撮影でき、
グループショットや背景入りの自分撮りがカンタンに。
※画像はイメージです。
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F-03H

インカメラもさらにキレイに、広角に。

富士通オリジナルサイト

Useful Funct ion

見られたくないメッセージや
アプリも隠せる。

YouTube™公式アカウント
「FujitsuMOBILE」
最新TVCMやPVの他、スマホの便利な使い方・活用
法などをご紹介！
https://www.youtube.com/user/FujitsuMOBILE/featured

プライバシーモード

ブックマークやアプリ＊1 、ギャラリーなどの情報やチャットメールアプリの新
着表示を非表示にできます＊2。予測変換の切り替え＊3もでき、頻繁に使う単
語や表現を知られることがありません。

［掲載項目］ TVCM プロモーションビデオ イベント
発表会 スマートフォン活用法 など
●

●

●

●

●

※プライバシーモード対応のアプリのみご利用になれます。
＊1 ホームアプリが「NX!ホーム」のときのみ対応。＊2 アプリによって新着を非表示にできない場合があり
ます。
ステータスエリアと通知パネルに表示できる通知のみ非表示にできます。
アプリケーションシークレット
設定が必要です。＊3 文字入力方法がSuper ATOK ULTIASのときのみ対応。

文字入力は賢くカンタンに。

Facebook、Twitter公式アカウント
FujitsuMOBILE

ウルティアス

Super ATOK ULTIAS

『2016年最新のATOK辞書』を搭載し、常に最新
ワードに変換できます。
「 文字+数字」
や
「文字+絵文
字」
も合わせて学習し、賢く予測変換するので、
より
カンタンな操作で文字を入力できます。

arrows SV F-03Hの
詳しい情報は右のカタログ、
または下記富士通商品ページを
ご覧ください。

磨き抜か

れたデザ
イン と
安心の使
い や す さを
備えた
３日 持 ち＊
a rrow
s。

F-03H

https://twitter.com/fujitsumobile

arrows ＠

＠Fケータイ応援団

スマホ初心者から上級者まで、
スマホライフを充実させる情
報をご紹介！

デコメ素材やオリジナルアプ
リなど、豊富なコンテンツが
無料で取り放題！

http://atfe.fmworld.net/at/

http://atf.fmworld.net/

スペシャルサイト
「arrows life」
ス マ ー トフォン・タブ レットの ブ ランド
「arrows」が、あなたの生活をもっと楽しく
する旬な記事をお届けします。

http://www.fmworld.net/
product/phone/f-03h/

＊平均的なスマー
トフォン利
持ち時間です
用
（インテージ社2
（NTTドコモ調べ
015年6月調査デ
した場合など）
／メーカー調べ）
ータを基に算出）
によってはそれを
実際の利用状況
下回る場合があり
（連続通話や動画があった場合の電池の
ます。詳しくは
「ドコモのホーム を大量にダウンロ
ード
ページ」
をご確認ください
。
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https://www.facebook.com/fujitsumobile

http://atfe.fmworld.net/at/arrows̲sp/2015̲win/

※画像はイメージです。
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防水（IPX5/IPX8）
・防塵性能（IP6X）について

※IPX5/8の防水性能。IP6Xの防塵性能。※IPX5とは、内径6.3mmの注水
ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件
であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意
味します。※IPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈
め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有すること
を意味します。※ご使用の際はキャップ（SIM・SDスロット部カバー）が確実
に閉じているかご確認ください。※防水性能を維持するため、異常の有無に
かかわらず、2年に1回部品の交換をおすすめします
（有料）。※IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下
の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに、内部に塵埃が侵入しな
い機能を有することを意味します。
【お風呂での利用について】 本機はメーカー独自の試験基準に基づき高湿度条件下（浴室など）
でご利用いただ
けることを確認しておりますが、以下の点にご注意しご利用ください。●せっけんやシャンプー、入浴剤の入った
水など水道水以外のものをかけたり、水道水以外のものに浸けたりしないでください。それらが付着してしまっ
に浸けたり、落下させたりしないでください。
た場合、直ちに常温の水道水で洗い流してください。●湯船（温水）
誤って落下させてしまった場合は、直ちに取り出してください。●湿気の多い場所に長時間放置しないでくださ
い。
ご使用後は、浴室から取り出しておいてください。●温水のシャワーを直接かけないでください。●サウナで
は本機を利用しないでください。●寒い屋外から暖かい浴室などに急に本機を持ち込まず、一度室内に置いて
本体が温まってから持ち込んでください。●浴室内では充電を行わないでください。
【注意事項】●常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。●SIM・SDスロット部分
キャップはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ
（髪の毛１本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、
スピーカーなどを尖ったものでつつかないでください。●落下させ
浸水の原因となります。●送話口、受話口、
ないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。●スロット部キャップのゴム
パッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。
はがしたり傷つけたりしないでください。
オプション品は防水／防塵性能を有していません。本体
また、
ゴミが付着しないようにしてください。●付属品、
が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となり
ます。●規定水流（例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないで
ください。端末はIPX5の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。●万が一、塩水や海水、清涼
飲料水がかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、
すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚
れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーな
ど）
を当てたりしないでください。●水中を移動したり、水面に叩きつけたりしないでください。●microUSB端
子、イヤホンジャックがキャップレス防水に対応しています。●端末は水に浮きません。●水滴が付着したまま
放置しないでください。電源端子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。●送話
口、受話口、
スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。●SIM・SDスロット部
分キャップが開いてる状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。
そのまま使用せずに電源を切り、
ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。●SIM・SDスロット部分
キャップのゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、
ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えくださ
い。●充電可能な温度範囲：5〜35℃。使用環境：温度5〜40℃（ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的
な使用に限る）、湿度45〜85％。風呂場では、温度は5℃〜45℃、湿度は45%〜99%、使用時間は2時間以内
すべての状況での動作
の範囲。●本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用にあたって、
および無破損・無故障を保証するものではありません。
また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障
と判明した場合、保証の対象外となります。●本端末は無線を利用しているため、
トンネル・地下・建物の中な
どで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、LTEサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用
になれません。
また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用になれない場合が
あります。
なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通
話が切れることがありますので、
ご了承ください。
［防水／防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の
交換は端末をお預かりして有料にて承ります。
ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。］
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ご利用にあたってのご注意
●F-01J/F-03H本体、ACアダプタ、
ドコモnanoUIMカードなどのオプション品は、
ご使用前に必ず「取扱説明
書」
をよくお読みください。 ●バッテリーの取り外しはできません（バッテリーの交換は有料となります）。 ●
F-01J/F-03Hはiモード機能［iモードメール、iモードのサイト
（番組）への接続、iアプリ など］には対応してお
まわりの方のご迷惑にならないようにご使用く
りません。 ●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、
ださい。●連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態で使用できる時間の目安であり、連続待受時間は、
電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。画像の撮影や編集、
ワンセグの視聴、
メールの作成、
メディアプレーヤー、Bluetooth機能の使用、
データ通信などによって、通話（通信）
・待受時間は短くなります。
●充電時間は電源を
「切」
にして、空の状態から充電したときの目安です。電源を
「入」
にして充電した場合、充電
時間は長くなります。●バッテリーの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電
波が届かない、
または弱い）
などにより、通話（通信）
・待受時間が半分程度になったり、
ワンセグ視聴時間が短く
ドコモnanoUIMカードに登録された情報内容は、
なる場合があります。●お客様ご自身でF-01J/F-03H本体、
別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。情報内容の変化・消失に関し、
当社は何らの義務を
お客様がインストー
負わないものとし、一切の責任を負いかねます。●F-01J/F-03Hはパソコンなどと同様に、
ルを行うアプリケーションによっては、
お客様のF-01J/F-03H本体の動作が不安定になったり、
お客様の位置
情報やF-01J/F-03H本体に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用
される可能性があります。
このため、
ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分
にご確認の上ご利用ください。 ●F-01J/F-03Hは、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェック
するための通信、
サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。
ま
た、動画の視聴などを行うと、大量のパケット通信が発生します。
このため、パケット定額制サービスのご利用を
まれにお客様の体質や体調によってはかゆみ、
か
強くおすすめします。 ●本体に金属性の材質を使用しており、
ドコモの提供するXi/FOMAネットワークサー
ぶれ、湿疹などが生じることがあります。 ●日本国内においては、
ビス以外ではご使用になれません。 ●ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。 ●掲載の商品
については、店舗によって取り扱っていない場合がございますのでご了承ください。 ●詳細についてはドコモの
サービス窓口にお問い合わせください。

◎「FOMA」
「iモード」
「Xi/クロッシィ」
「おサイフケータイ」
「PREMIUM 4G」
「VoLTE」
ロゴは、株式会社NTTド
コモの商標または登録商標です。◎「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。◎Android、
Androidロゴ、YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。◎DLNAおよび
DLNAロゴはDigital Living Network Allianceの商標または登録商標です。◎Wi-Fi 、Wi-Fiロゴおよび
MiracastはWi-Fi Allianceの登録商標です。◎Wi-Fi CERTIFIEDTM、WPATMおよびWi-Fi Protected
SetupTMはWi-Fi Allianceの商標です。◎SD、microSD、microSDHCおよびmicroSDXCはSD-3C、LLC
の商標です。◎Bluetoothは、Bluetooth SIG,INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて
使用しています。◎C o r n i n gとG o r i l l aは、C o r n i n g I n c o r p o r a t e dの登 録 商 標 、N a t i v e D a m a g e
Resistanceは、同社の商標です。◎「ONKYO」
とそのロゴはオンキヨーの商標ならびに登録商標です。◎「サク
「ヒューマンセントリックエン
サクタッチパネル」
「あわせるボイス 」
「プライバシーモード」
「 Human Centric」
ドルビーおよびダブルD記号と
ジン」
とそのロゴは、富士通株式会社の登録商標です。◎Dolby、Dolby Audio、
そのロゴは、
ドルビーラボラトリーズの商標です。
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。◎MHLは、MHL,LLCの商標または登録商標です。◎FacebookおよびFacebookロゴは、Facebook,Inc
の商標です。◎Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
◎G A L A X Yは、S a m s u n g E l e c t r o n i c s C o . , L t d .の登 録 商 標です。◎X p e r i a 、はS o n y M o b i l e
Communications ABの商標または登録商標です。◎iPhoneは、米国およびおよび他の国々で登録された
Apple Inc.の商標です。◎AQUOSはシャープ株式会社の登録商標です。◎ELUGAはパナソニック株式会社の
登録商標です。◎「IPS-NEO™」
「Pixel Eyes™」は、株式会社ジャパンディスプレイの商標です。◎「FeliCa」は
ソニー株式会社の登録商標です。◎TransferJetおよびTransferJetロゴは一般社団法人TransferJetコン
ソーシアムがライセンスしている商標です。◎その他、本誌に記載されている会社名・商品名・ロゴは、各社の商
標または登録商標です。◎ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。◎掲載の商品については、店
舗によって取り扱っていない場合がございますのでご了承ください。

※画像はイメージです。
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主な仕様/機能/サービス一覧表/オプション品

F-01J
基本スペック
カメラ

通信
基本機能
サービス

サイズ
（H W D）
約156mm 約75mm 約7.7mm
質量
約169g
OS
Android™ 6.0
CPU
MSM8953 2.0GHzオクタコア
内蔵メモリ
（RAM／ROM）
RAM：3GB／ROM：32GB
外部メモリ 最大対応容量＊1
最大256GB（microSD／microSDHC／microSDXC）
バッテリー容量
2850mAh ※着脱不可
連続待受時間
LTE：約560時間 3G：約630時間 GSM：約520時間
連続通話時間
LTE：約1000分 3G：約880分 GSM：約830分
ディスプレイ
約5.5インチ フルHD IPS-NEOTM液晶 第2世代 Pixel EyesTM
有効画素数 約2300万画素 CMOS 高速ハイブリッドAF
アウトカメラ
有効画素数 約500万画素 CMOS
インカメラ
最大262.5Mbps／最大50Mbps
受信時／送信時 最大速度＊2
○＊3（HD＋）
VoLTE対応
PREMIUM 4G対応
○
Wi-Fi
IEEE802.11a/b/g/n/ac
○
docomo Wi-Fi
Wi-Fi 10台 Bluetooth 4台 USB 1台
テザリング同時接続数
＊4
○
（4.2）
Bluetooth
ー
赤外線通信
IPX5/8＊5／IP6X＊5
防水／防塵
○＊6／○
ワンセグ／フルセグ
○＊7非常用節電モード
非常用節電機能
生体認証
虹彩認証
GPS/GLONASS
○／○
＊8
おサイフケータイ
○ NFC（FeliCa搭載）
○
エリアメール
○＊10
WORLD WING

F-01J 本体付属品

F-03H 本体付属品

○ F-01J本体

○ F-03H本体

○ クイックスタートガイド ○ ご利用にあたっての注意事項

F-01J オプション
○ ワイヤレスイヤホンセット 03／04
○ キャリングケース 02
○ ポケットチャージャー 01／02／03
○ ACアダプタ 04／05
○ DCアダプタ 04
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F-03H
約144mm 約72mm 約7.8mm
約141g
Android™ 6.0
MSM8916 1.2GHzクアッドコア
RAM：2GB／ROM：16GB
最大256GB（microSD／microSDHC／microSDXC）
2580mAh ※着脱不可
LTE：約640時間 3G：約780時間 GSM：約630時間
LTE：約770分 3G：約700分 GSM：約620分
約5.0インチ HD IPS液晶
有効画素数 約1310万画素 CMOS
有効画素数 約500万画素 CMOS
最大150Mbps／最大50Mbps
○＊3
ー
IEEE802.11a/b/g/n
○
Wi-Fi 10台 Bluetooth 4台 USB 1台
＊4
○
（4.1）
ー
IPX5/8＊5／IP6X＊5
○＊6／ー
○＊7非常用節電モード
ー
○／○
○ FeliCaのみ＊9
○
○＊10

＊1 使用する外部メモリのメーカーにより、最大対応
容量は異なります。最新の対応状況について、詳しく
はメーカーホームページなどでご確認ください。
また、
機種・コンテンツにより制約があります。＊2 通信速
度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度
を示すものではありません。ベストエフォート方式に
よる提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネッ
トワークの混雑状況に応じて変化します。＊3 高音
質通話、ビデオコール、海外ローミング等に対応。
＊4 Bluetooth機器の特性や仕様によっては、操作
方法が異なったり、
データのやりとりができない場合
があります。対応プロファイルについて、詳しくは
「ドコ
モのホームページ」
をご確認ください。＊5 防水・防
塵についてはP33をご覧ください。＊6 ワンセグ放送
は、利用環境によってノイズが入ったり、受信できな
い場合があります。
ワンセグ放送の受信状態をよくす
るためには、
アンテナを十分引き伸ばしてください。
ま
た、
アンテナの向きを変えたり、場所を移動すること
で受信状態が良くなることがあります。
ワンセグサー
ビスについて、詳しくは
「一般社団法人デジタル放送
推進協会のホームページ」
（www.dpa.or.jp）
などで
ご確認ください。NHKの受信料については、NHKに
お問い合わせください。＊7 必要最低限の機能のみ
動作させることで、待受状態を長持ちさせることがで
きます。＊8 FeliCa方式のサービスおよびTypeA／
B方式のサービスがご利用になれます。TypeA/B方
式のサービスのご利用には、
ドコモnanoUIMカード
（iD、
モバイ
が必要です。＊9 FeliCa方式のサービス
ルWAON、楽天Edy、QUICPay、モバイルSuica、
nanacoモバイルなど）
のみご利用になれます。＊10
WORLD WINGの通話・通信料は国内での通信を
対象とした各種割引サービスの適用対象外です。海
外でのご利用について、
詳しくは
「ドコモのホームペー
ジ」
でご確認ください。

○ クイックスタートガイド ○ ご利用にあたっての注意事項

F-03H オプション
○ microUSB接続ケーブル 01＊
○ L-01Gセット
〈Black〉
○ ポータブルACアダプタ 01 kuruko

○ ワイヤレスイヤホンセット 03／04
○ キャリングケース 02
○ ポケットチャージャー 01／02／03
○ ACアダプタ 04／05
○ DCアダプタ 04

○ microUSB接続ケーブル 01＊
○ L-03Eセット
〈Black〉
○ L-02Fセット
〈Black〉
○ L-01Gセット
〈Black〉
○ ポータブルACアダプタ 01 kuruko

※店舗によってはお取り扱いしていないオプション品があります。また、
オプション品が変更になる場合があります。
＊F-01J本体と接続するには、
ACアダプタ 03との接続が必要です。

※店舗によってはお取り扱いしていないオプション品があります。また、
オプション品が変更になる場合があります。
＊F-03H本体と接続するには、
ACアダプタ 03との接続が必要です。

ドコモnanoUIMカードでのみご利用いただけます。
ドコモminiUIMカード、
ドコモUIMカード
（FOMAカード）
ではご利用
いただけません。
なお、
ドコモnanoUIMカードは、
対応機種以外ではご利用いただけないほか、
ドコモminiUIMカード、
ドコモUIMカードからのご変更の場合は、
ご利用のサイトやデータ等の一部がご利用いただけなくなる場合があります。

ドコモnanoUIMカードでのみご利用いただけます。
ドコモminiUIMカード、
ドコモUIMカード
（FOMAカード）
ではご利用
いただけません。
なお、
ドコモnanoUIMカードは、
対応機種以外ではご利用いただけないほか、
ドコモminiUIMカード、
ドコモUIMカードからのご変更の場合は、
ご利用のサイトやデータ等の一部がご利用いただけなくなる場合があります。
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ドコモのサービス

受信時最大262.5Mbps＊1＊2の高速通信。

＊1通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
ベストエフォート方式による提
供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。対応エリアの詳細については
「ドコモのホー
ムページ」
でご確認ください。
＊2東名阪の一部エリアに限ります。

ドコモの強いネットワークが実現する、新たな音声通話サービス。
VoLTE（ボルテ）に対応。
高 音 質 通 話 ： ドコモのLTEネットワークを活用することで、安定した通話に加えて、高音質で
スムーズな発着信が可能。
ビデ オコ ール： クリアな音声と、高精細でキレイな映像のビデオコールも可能。また、通常の
音声通話からかんたんに切換えることが可能。
海 外 対 応 ：
「WORLD WING」での海外通話（海外間、海外と日本間）でも、国内同様にVoLTE
の高音質通話、ビデオコール、通話中の高速通信に対応しました。まずは韓国から。
※日本国内では、
ドコモのVoLTE対応端末同士でLTEエリアでの通話の場合にご利用になれます。WORLD WINGでの利用可能エ
リアは、
ご利用の機種により異なります。詳しくは
「ドコモのホームページ」
でご確認ください。

スマートフォンに触らなくても、キーワードを話しかけるだけで、
素早くスマートフォンの操作や情報検索が出来るように進化しました。

受ける、かけるなどの電話の基本操作を、画面操作をせずに
タップレスで操作できる
「スグ電」に対応。
※機能詳細、注意事項については
「ドコモのホームページ」
でご確認ください。

初回７日間無料！＊3＊4 定額で楽しめる3つのサービス。

＜初回31日間無料キャンペーン＞
キャンペーン期間中に初回お申込みの方は、初回無料期間を31日間に延長＊4 ＊5

＊3 初回お申込みのみ適用となります。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳しくは利用規約
などをご確認ください。
無料期間中にお客さまよりサービス解約のお申出がない場合、
無料期間終了後は有料となり、 無料期間終了
日の翌日が属する月より月額利用料（１か月分）
がかかります。＊4 キャンペーン期間中
（2014年11月1日〜）
に初回お申込みの場合
に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。
その他の適用条件は、初回7日間無料と同様となります。＊5 本キャ
ンペーンは予告無く中止および内容を変更させていただく場合がございます。

【dTVについて】
※一部の新作コンテンツは個別課金となります。※権利者の都合などにより、予告なくコンテンツの配信が
※紙版とは閲覧可能期間、
中止される場合があります。※海外ではコンテンツの視聴はできません。【dマガジンについて】
「ドコモ
記事などが異なる場合があります
（付録などはつきません）。※雑誌数は追加となる可能性があります。最新情報は
のホームページ」
にて確認をお願いいたします。【dヒッツについて】
※ｍｙヒッツ機能を利用して視聴登録をした楽曲のみ、
は毎月10曲ずつ提供されます。※ｍｙヒッツ枠への登
指定しての視聴が可能です。※視聴できる枠（以下「ｍｙヒッツ枠」）
録可能期間は、獲得月を含む、
６か月後の末日までです。
それを過ぎると当該ｍｙヒッツ枠は自動的に消滅します。※一度登
あらかじめご了承ください。
録した楽曲の変更はできません。※プログラムタイトル、編成曲は変更になる場合があります。
※dヒッツ
（300円）
は、
音楽プログラムの視聴のみお楽しみいただけます。
日割り計算はいたしませんのでご注意
＊7 契約日、解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。
ください。各サービスについて、機種により提供条件、
内容などが一部異なります。詳しくは
「ドコモのホームページ」
でご確認
ください。専用アプリケーションのダウンロード、
コンテンツの視聴（一部を除きストリーミング形式による配信となります）
な
どには別途パケット通信料がかかります。通信料が高額となりますので、
パケット定額サービスへのご加入を強くおすすめし
ます。 ［ドコモの回線契約がないお客様がご利用いただく場合について］
「dアカウント」
が必要です。
spモード契約でのご利
用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。

ドコモサービス対応一覧
PREMIUM 4G
VoLTE
（HD+）
VoLTE
スグ電
dTV
dマガジン
dヒッツ

F-01J

F-03H

○
○
○
○
○
○
○

ー
ー
○
○
○
○
○

F-01J・F-03H の操作および本カタログのお問い合わせ先
富士通サポートセンター TEL 03-3570-6064

※番号をよくご確認の上、お間違えのないようおかけください。
［お問い合わせ受付時間／平日午前9：00〜12：00 午後1：00〜5：00〈土・日・祝日・当社所定の休日を除く〉］
※掲載の商品の写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。記載の商品の仕様・機能は予告なしに
変更する場合がありますので、
ご了承ください。

総合お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

151（無料）

（局番なし）

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

受付時間
午前9：00〜午後8：00（年中無休）

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

※番号をよくお確かめの上、おかけください。

0120-800-000

【製造元】富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社

DC001516
本カタログの内容は2016年10月現在のものです

作品数、
会員数No.1＊6！ 話題の映画、
アニメ、
ライブが月額500円＊7で見放題！

＊6 初国内において。
2015年6月時点インプレス総合研究所調べ。

多彩なジャンルの人気雑誌160誌以上の最新号、バックナンバー合わせて1,000冊以上が、
月額400円＊7で
いつでもどこでも読み放題！スマホでもタブレットでも利用シーンに合わせて最大5台のデバイスで楽しめます。

2016.10

powered by レコチョク
月額500円＊7の音楽聴き放題サービス。
最新J-POPや懐かしの名曲など、
好きな曲を毎月10曲保存して
聴ける♪ さらに、
厳選された3,000以上の音楽プログラムも聴き放題！
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このカタログにはFSC 森林認証紙、
植物油インキを使用しています。

