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画面割れに強く＊、
指一本であなたにぴ ったりの文字サイズ。

F-01K

指でなぞれば、
あなたにぴったりの見やすさに。
・・・・・Exlider （エクスライダー）・・・・・

画面割れにも傷にも強く＊、
長く美しく使える。

arrowsならではの
こだわりの使い心地。
・・・・・デュアル生体認証・高音質・Super ATOK ULTIAS・・・・・

＊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（2017年
10月現在。富士通コネクテッドテクノロジーズ調べ）。無故障・無破損を保証するものではありません。

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®。
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。

・・・・・NEW SOLID SHIELD構造・・・・・
シールドソリッド

ウルティアス

1 2※画像はイメージです。
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指に沿うなめらかな
フォルムで心地の良い
操作感を実現。

指にフィットする
スプーンカットフォルム

ブラック、ホワイト、グリーンを基調にした３色のカラー。
上質かつ繊細な、深みのあるニュアンスを織り成します。

オトナのニュアンスを感じる
深みのある3色のカラー

手当たりの良いなめらかな曲面と
適度なラウンドフォルム。
長時間の使用でも心地の良い
繊細なテクスチャースキン。

手になじむ
ラウンドフォルム＆
繊細なテクスチャー

機能も仕立ても、シンプルに 美しく。
進化したスマートフォン。

Moss GreenBlue Black Ivory White※イラストはイメージです。

デザイン 安心設計Exlider 耐久性＋電池持ち セキュリティ 高音質 文字入力 カメラ機能 HCE 便利機能デザイン

3 4※画像はイメージです。
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 指1本、
 スラッとズーム。

たりの見やすさに。

ゆびスラッ

標準 拡大

なぞるだけで、文字もWebの画像も写真もぴったりのサイズに調整
できます。ホーム画面やSNS画面なども拡大できます。

指1本で文字・写真の拡大が自由自在。

電源キーに、指紋と指の動
きを読み取る新センサー
「Exlider（エクスライダー）」
を搭載。
ズームやスクロールが、指1本
で思いのままに。

新センサー「Exlider（エクスライダー）」

デザイン 安心設計Exlider 耐久性＋電池持ち セキュリティ 高音質 文字入力 カメラ機能 HCE 便利機能Exlider

5 6※画像はイメージです。
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たりの見やすさに。

低速モード ニュースアプリなど、1行ずつしっかりと文字
を読みたい時に便利。

中速モード アルバムなど、気になるコンテンツをすばやく
探す時に便利。

高速モード SNSのタイムラインなど、コンテンツの一番
上まで一気に移動したい時に便利。

自
動
で
ス
ク
ロ
ー
ル

なぞったあと
センサーに
触れ続けると

自動でスクロール

ゆびスラッ

〈Exlider（エクスライダー）なら手がふさがっていても快適！〉

たとえば、つり革に掴まっている時 たとえば、傘などを持っている時

片手で操作できると、いろんな時に便利です！

3つの速度に切り替えられる「オートスクロール機能」で、
縦長コンテンツ閲覧時のストレスを軽減できます。

スクロールも指1本でスラッと。
Exlider（エクスライダー）を使って片手で快適なズームが可能。
さらに、ズームをしたときのファインダー画質もキレイ。

ゆびスラッ

カメラのズームも片手でかんたんキレイ

デザイン 安心設計Exlider 耐久性＋電池持ち セキュリティ 高音質 文字入力 カメラ機能 HCE 便利機能Exlider

7 8※画像はイメージです。
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長く美しく使える。

進化した
ザ・割れにくい
スマホ。

地面

本体

金属一体構造のモノコックボディを
採用し、ねじれに対する強度がUP。

NEW SOLID SHIELD構造

優れた耐傷性を備えた
ディスプレイを採用。

Corning®Gorilla®Glass 3

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。

画面保護フレーム

背面にはガラスと樹脂を
結合させた特殊コーティ
ングを施し、耐傷性を飛躍
的にアップ。

ガラスと樹脂の
特殊コーティング

ソリッド シールド

デザイン 安心設計Exlider 耐久性＋電池持ち セキュリティ 高音質 文字入力 カメラ機能 HCE 便利機能安心設計

9 10＊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（2017年10月現在。富士通コネクテッドテクノロジーズ調べ）。無故障・無破損を保証するものではありません。　※画像はイメージです。
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水にも、暑さ・寒さにも強く！
安心のお墨付き。

省エネ設計だから、
長く快適に使える！

耐衝撃 防水（浸漬）落下 防塵
（6時間風速有り） （72時間）

防塵 塩水耐久

（-10℃結露）
氷結

（-10℃氷結）
氷結低圧保管低圧動作低温保管

（-30℃固定）

（連続）
耐日射防湿

耐振動 防水（風雨）
（湿度変化）
耐日射 雨滴

高温保管
（30～60℃変化）

低温動作
（-20℃固定）

高温動作
（32～49℃変化）

高温保管
（70℃固定）

高温動作
（60℃固定）

熱衝撃

※MIL規格について詳しくはP26をご覧ください。

米国国防総省の調達基準であるMIL規格23項目準拠。さまざまな
環境でも安心して使えます。

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P25をご覧ください。

防水（IPX5/IPX8）・防塵（IP6X）対応。

MIL規格23項目に準拠。

2580mAhのバッテリー容量でありながら、省電力設計により
長時間快適に使えます。なかなか充電するタイミングがない旅行や
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。

電池長持ち！安心の省電力設計。

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
分析するNX！Tuneを搭載。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。

用途を見極めて、賢く節電。

天候の変わりやすい高地 傘を忘れた日の突然の豪雨

しんし ぼうじん ぼうじん

デザイン 安心設計Exlider 耐久性＋電池持ち セキュリティ 高音質 文字入力 カメラ機能 HCE 便利機能耐久性＋電池持ち

11 12※画像はイメージです。
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micro
SD

microSDカードへ
暗号化して保存

手が濡れている時

机の下でサッと カラコンをつけている時

手袋をしている時
Look!

Touch!

虹
彩
で
認
証

指
紋
で
認
証

●虹彩認証とは
画面を見るだけですぐに認証が
完了し、ロックを解除します。認識
精度が高く、認証すればするほど
ユーザーの虹彩の特徴を学習し、
精度がさらに高まります。

●指紋認証とは
Exlider（エクスライダー）に、指紋
認証用のセンサーが内蔵されてい
ます。指をセンサーにあてるだけで、
指紋を認識しスピーディーにロック
を解除します。

ホーム画面の
アプリ配置＊

連絡先 各種設定

写真・動画

目でも指でも一発サインイン。 万が一に備えて、大切な
情報を自動でバックアップ。

虹彩認証と指紋認証、2つの生体認証に対応。利用シーンにあわせて
認証方法を選べるので、いつでも、どこでもサッと認証して使うこと
ができます。

虹彩＆指紋のデュアル生体認証。

連絡先や写真・動画はもちろん、ホーム画面のアプリ配置＊や
文字入力の設定など、大切なデータや細かな設定情報も自動で
microSDカードにバックアップ。万が一、本体が壊れてしまっても、
元通りに戻すことが可能です。
＊NX!ホームとNX!ホームシンプルのみ対象になります。
※事前の設定が必要です。
※すべてのデータの確実な復元を保証するものではありません。

microSDカードに
データを自動でバックアップ。

デザイン 安心設計Exlider 耐久性＋電池持ち セキュリティ 高音質 文字入力 カメラ機能 HCE 便利機能セキュリティ

13 14※画像はイメージです。
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この音質と音響、まさにステ レオ。

オンキヨー製ハイレゾプレーヤーアプリを
プリインストール
ハイレゾ音源を高品位に再生できるオンキヨー製
ミュージックアプリ「HF　Player」をプリインストール。
歌詞が表示できるので便利です。

最大48kHz/24bi tまでのハイレ
ゾ音源を伝送できるBlue too th
コーデック「Qualcomm®aptXTM
AudioおよびaptX　HD」に対応。
CD音質を上回る音源をワイヤレスで楽しめます。

※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aptX　HDに非対応の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。

ワイヤレスでハイレゾ音源が楽しめる。

ステレオスピーカーで臨場感あるサウンドを。

オンキヨー監修によるサウンドクオリティ。
オンキヨーデジタルオーディオプレーヤー
開発チームと共同で音質をチューニング。
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。

フロント面に2つのスピーカーを配置。Dolby　Audio
と組み合わせることで、臨場感のあるステレオサウンド
を実現。

デザイン 安心設計Exlider 耐久性＋電池持ち セキュリティ 高音質 文字入力 カメラ機能 HCE 便利機能高音質

15 16※画像はイメージです。
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かしこい変換で思いのままに　文字入力。

キーワードExpressに対応。スポーツ、ビジネストレンド、エンタメ・
カルチャーなどの最旬ワードを、無料で辞書に自動追加してくれま
す。流行りの言葉をいち早くとり込め、会話も弾みます。
※最旬ワードの自動追加をご利用するには、Just アカウントの取得が必要です（無料）。

かしこく使いやすい最高峰の日本語入力
システムを開発し、30年以上にわたり
文字入力の先頭を走り続けてきたジャスト
システムと富士通が共同開発した「Super　ATOK　ULTIAS」を搭載。
豊富な単語数のATOK辞書を搭載しているうえ、「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正しく文字を入力できます。

日本語入力の最高峰
Super ATOK ULTIAS

使い分けに悩む言葉の意味を
調べて入力できるので安心。

常に最旬ワードで
コミュニケーションを楽しめる。

直感的に操作できるので編集がカンタン。

ウルティアス

●削除キーを左フリックするだけで、
　前の文章を一気に削除。

●消しすぎなど、間違えても
　削除キーを下フリックして元通り。

使い分けがわかりにく
い同音異義語も、解説
を表示できるので、意
味を知ったうえで、正し
い文字を選択できます。 意味を調べたい

語句を長押し

デザイン 安心設計Exlider 耐久性＋電池持ち セキュリティ 高音質 文字入力 カメラ機能 HCE 便利機能文字入力

17 18※画像はイメージです。
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「キレイ」プラス「速度」で勝負。

シャッターボタンを押すとすぐにシャッターが切れる、「ゼロ
シャッターラグ」に対応。スポーツや子供の遊んでいる姿や、動物
の思いがけない行動など、ここぞという瞬間を逃さず撮影できます。

撮りたい瞬間を逃さない。

ハイスピード撮影に対応。動きのある
シーンをスロー映像にして楽しめます。

思い出をより印象的に。

充実のインカメラ機能で
自撮りも映える。

目線ガイド
×

セルフタイマー

セルフタイマーが目線ガイドになって、自然と目線がカメラに向くよ
うに誘導。大人数でもタイミングを合わせて撮影できます。

画面を光らせることで暗い場所でも明るく撮れる「画面フラッシュ」
で自撮りをさらに明るく美しく。

自動で肌をなめらかに仕上げて
くれる「美肌補正」。撮った写真
をそのまますぐに補正してくれる
ので、SNSへのアップもらくらく
できます。

補正はおまかせ、
撮るだけでキレイ。

画面を光らせて、さらに美しく。

笑顔と目線を逃さない。

美肌補正 OFF 美肌補正 ON

デザイン 安心設計Exlider 耐久性＋電池持ち セキュリティ 高音質 文字入力 カメラ機能 HCE 便利機能カメラ機能

19 20※画像はイメージです。

M C Y BL

M

C

Y

BL



あなたの使うシーンに合わせ て快適さをサポート。

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。

ブルーライトカットモード

通話中に周りの騒音を検知すると、音域ごとに相手の声を強調して
聞き取りやすくします。

はっきりボイス

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。

ダブルマイク

スーパークリアモードなし スーパークリアモードあり

●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。

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。

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。

雑踏の中でも通話を快適に。
VoLTE（HD+）

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。

健康管理に役立つ。
My Tracker（マイトラッカー）

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。

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

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。

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

画面割れに強く、
指一本であなたに
ぴったりの文字サイズ。

画面割れに強
指一本であな
ぴったりの文字ぴったぴっぴ

画
指

暗くて
見づらい

画面が明るいので
見やすい

※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。画面割れに強く、

指一本であなたに
ぴったりの文字サイズ。

く、
たに
字サイズ。

画面割れに強
指一本であな
ぴったりの文字

画
指

デザイン 安心設計Exlider 耐久性＋電池持ち セキュリティ 高音質 文字入力 カメラ機能 HCE 便利機能HCE

21 22※画像はイメージです。
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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。
※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。

いつもの機能が一発起動。
スライドインランチャー

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。
左右スワイプだけで、通話をはじめとする基本
画面にアクセスできます。

使いやすくシンプルなホームアプリ。
NX!ホーム シンプル

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。

画像の文字もカンタンにコピー。
なぞってコピー

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。

Microsoftの公式Officeアプリ「Word」「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。

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

Word Excel PowerPoint OneNote OneDrive

スワイプ操作で
「なぞってコピー」を選択。

コピーしたい文字
を指でなぞる。

文字がコピー
される。 http://www.fmworld.net/product/phone/f-01k/

arrows NX F-01Kの詳しい情報はコチラから

デザイン 安心設計Exlider 耐久性＋電池持ち セキュリティ 高音質 文字入力 カメラ機能 HCE 便利機能便利機能

23 24※画像はイメージです。
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●F-01K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-01K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、まわりの方のご迷惑にならないようにご使用ください。　●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／フルセグの視聴、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／フルセグ視聴時間
が短くなる場合があります。　●お客様ご自身でF-01K本体、ドコモnanoUIMカードに登録された情報内容は、
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
負わないものとし、一切の責任を負いかねます。　●F-01Kはパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行
うアプリケーションによっては、お客様のF-01K本体の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やF-01K
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-01K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、まれにお客様の体質や体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じること
があります。 ●日本国内においては、ドコモの提供するLTE/FOMAネットワークサー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。

ご利用にあたってのご注意

防水（IPX5/IPX8）・防塵性能（IP6X）について MIL規格準拠について
※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
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）に浸けたり、落下させたりしないでください。
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、
浸水の原因となります。　●送話口、受話口、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
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。
また、ゴミが付着しないようにしてください。　●付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。本体
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。　●USB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、すべての状況での動作およ
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。］

米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）の23項目、落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防塵（6時間風速有り）、防
塵（72時間）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（湿度変化）、耐振動、防水（風雨）、雨滴、高温動作（60℃
固定）、高温動作（32～49℃変化）、高温保管（70℃固定）、高温保管（30～60℃変化）、低温動作（-20℃固
定）、熱衝撃、低温保管（-30℃固定）、低圧保管、低圧動作、氷結（-10℃氷結）、氷結（-10℃結露）に準拠した試
験を実施。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、すべての状況での動作および
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。
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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

YouTube™公式アカウント「FujitsuMOBILE」

［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

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://atf.fmworld.net/

＠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！
http://atfe.fmworld.net/at/

arrows ＠

＊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　一部のエリアに限ります。詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。LTE-Advanced
エリア内でも、電波状況によりLTE通信またはFOMA通信となる場合があります。　＊5　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」でご確認ください。　＊6　防
水・防塵についてはP25をご覧ください。　＊7　ワンセグ・フルセグ放送は、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・フルセグ放送の受信状態をよくするためには、同梱のテレビアンテナケーブルを接続してください。また、テレビアンテナケーブルの向き
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・フルセグサービスについて、詳しくは「一般社団法人放送サー
ビス高度化推進協会のホームページ」（www.apab.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。
＊8　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。　＊9　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方式のサービスをご利用には、ドコモUIMカードが必要です。　＊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。

サイズ（H×W×D）
質量
OS
CPU
内蔵メモリ（RAM／ROM）
外部メモリ 最大対応容量＊1
バッテリー容量
連続待受時間
連続通話時間
ディスプレイ
アウトカメラ
インカメラ
受信時／送信時 最大速度＊2
VoLTE対応
PREMIUM 4G対応
Wi-Fi（対応通信規格）
docomo Wi-Fi
テザリング同時接続数
Bluetooth（対応バージョン）
赤外線通信
防水／防塵
ワンセグ／フルセグ
非常用節電機能
生体認証（ログイン・決済）
GPS/GLONASS
おサイフケータイ
エリアメール
WORLD WING
スグ電

基
本
ス
ペ
ッ
ク

カ
メ
ラ

通
信

基
本
機
能

サ
ー
ビ
ス

約149mm×約72mm×約8.1mm
約154g

AndroidTM 7.1
SDM660（2.2GHz 4-Core＋1.8GHz 4-Core）

RAM：4GB／ROM：32GB
最大256GB（microSD／microSDHC／microSDXC）

2580mAh ※着脱不可
LTE：約400時間　3G：約450時間　GSM：約340時間
LTE：約850分　3G：約770分　GSM：約700分

約5.2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

有効画素数 約500万画素 CMOS
最大450Mbps／最大50Mbps

　○＊3（HD＋対応）
    ○＊4

○（IEEE802.11a/b/g/n/ac）
○

Wi-Fi：10台　Bluetooth：4台　USB：1台
○（５.0）＊5

ー
IPX5/8＊6／IP6X＊6
　○＊7／○＊7

○＊8非常用節電モード
虹彩認証＆指紋認証

○／○
　○ NFC（FeliCa搭載）＊9

○
　   ○＊10

○

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。

富士通製スマートフォン、タブレット、携帯電話の情報をお届けしています。
Facebook、Twitter公式アカウント「FujitsuMOBILE」

https://www.facebook.com/fujitsumobile

Facebook

https://twitter.com/fujitsumobile

Twitter

主な仕様/機能/サービス一覧表/オプション品 富士通オリジナルサイト

F-01K本体付属品
○F-01K本体
○テレビアンテナケーブル Ｆ01
○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-01K オプション
○L-01Gセット＜Black＞
○HW-01Hセット＜Black＞
○USBケーブル C to C 01
○キャリングケース 02
○ポケットチャージャー 01/03/04B/04C
○ACアダプタ 03/04/05/06

○DCアダプタ 04/05
○ポータブルACアダプタ 01 kuruko
○海外用AC変換プラグCタイプ 01
○USBケーブル A to C 01
○microUSB変換アダプタ B to C 01
○ワイヤレスイヤホンセット 04
○ドコモ光ルーター 01

ストーリーやキャラクター紹介、
CM動画を公開。
さらにWeb限定の動画やメイキング
映像を公開中！進化したarrows
の秘密と一緒にお楽しみください！

「割れない刑事」スペシャルサイト

http://www.fmworld.net/product/phone/arrows/warenai-deka/
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ドコモのサービス

【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】※紙版とは閲覧可能期間、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「ドコモのホームページ」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、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」）は毎月10曲ずつ提供されます。※ｍｙヒッツ枠への登録可能期間は、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。あらかじめご了承ください。※dヒッツ（月額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。
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。

＜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＊2 

初回7日間無料＊1！ 定額で楽しめる３つのサービス。

＊1　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。詳しくは各サービ
スの利用規約などをご確認ください。サービス利用契約の成立日から起算して7日間、サービス利用料を無料とします。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。＊2　キャンペーン期間（2014年11月1日（土）～）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。本キャンペーンは予告な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。

＊3：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。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。
＊4：別途HDMIケーブル、もしくは「dTVターミナル」が必要となります。HDMIケーブルおよび「dTVターミナル」でのTV画面出力は
一部機種非対応となります。

話題の映画、ドラマ、アニメ、ライブが月額500円＊3で見放題！
テレビ＊4でもスマホでも楽しめる！

多彩なジャンルの人気雑誌180誌以上の最新号、バックナンバー合わせて1,300冊以上が、
月額400円＊3でいつでもどこでも読み放題！

人気アーティスト数NO.1※！
最新J-POPや懐かしの名曲など、5,000以上の厳選された音楽プログラムが、月額500円＊3で聴き放題♪

powered by レコチョク

スグ電とは、受ける・かける・切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機能です。

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）がさらに進化して高音質に。
VoLTE(HD+)対応機種同士で肉声に近いクリアな会話ができます。

さらに進化するPREMIUM 4G。
PREMIUM 4Gエリアは全国展開！

※一部エリアに限ります。対応エリア、対応機種について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。　※ソフトウェア更新によ
り対応します。※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。※PREMIUM 4Gエリア内でも、電波状況によ
りLTE通信またはFOMA通信となる場合があります。

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。

本カタログの内容は2017年11月現在のものです

F-01K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〉
受付時間
午前9：00～午後8：00（年中無休）
※番号をよくお確かめの上、おかけください。

一般電話などからの場合

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。
0120-800-000

ドコモの携帯電話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。
（局番なし）151（無料）

2017.12

【製造元】富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 DC001695

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。
さらにVoLTE（HD+）対応機種同士なら肉声に近いクリアな会話ができます。
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。
「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。

高 音 質 通 話：

ビデオコール：

海 外 対 応 ：

◎「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、YouTube、Google　Play、およびその他のマークは 
Google　LLCの商標です。◎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、Wi-Fi　Protected　Access®(WPA)およびMiracast®はWi-Fi　Allianceの登録商標です。◎Wi-Fi　CERTIFIED™、WPA2™
およびWi-Fi　Protected　Setup™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。◎Corningと
Gorillaは、Corning　Incorporatedの登録商標、Native　Damage　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。◎「Human　Centric」「ヒューマンセントリックエンジン」とそのロゴは、富士通株式会社の登録商標
です。◎Dolby、Dolby　Audio、ドルビーおよびダブルD記号とそのロゴは、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。
◎「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。
◎Qualcomm　aptX　audio　is　a　product　of　Qualcomm　TechnologiesInternational,　Ltd.　Qualcomm　is　a　trademark　of
Qualcomm　Incorporated,　registered　in　the　United　States,　and　other　countries,　used　with　permission.　aptX　is　a
trademark　of　Qualcomm　Technologies　International,　Ltd.,　registered　in　the　United　States　and　other　countries,　used
with　permission.◎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。

※オリコン2016アーティストトータルセールスTOP100配信アーティスト数NO.1。定額制音楽配信において、2017年3月インプレス
総合研究所調べ。
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