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世界最高峰の高精細ディスプレイと
超高速通信を楽しめる３日持ちARROWS
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世界最高峰の高精細ディスプレイと
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世界最高峰 の高精細 ディスプレイと
超高速通信 で想像を 超える感動がここに。
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F - 02G
※1 5インチクラススマートフォンにおいて。2014年９月30日現在。富士通調べ。※2 高速ダウンロードは一部アプリでのみ
ワークの混雑状況に応じて変化します。※3 一般に想定されるスマートフォンの利用（Web閲覧、SNSアプリ、その他のアプリ
1 2014年8月富士通調べ。※5 防水・防塵性能について詳しくはP43をご覧ください。＊「ヒューマンセントリックエンジン」は

フルHDを凌駕する美しさと臨場感。
世界最高峰の高精細WQHDディスプレイ。
超高速通信＆2070万画素カメラなど、
先進スペックが充実。
3日を超える電池持ち※3とスマホ史上最高※4の
ATOK搭載で快適な使い心地を実現。

防水

IPX5/8※5

対応。高速ダウンロードは、1MB以上のファイルをダウンロードした場合に動作します。実際の通信速度は、通信環境やネット
の利用など約85分間／日の利用）があった場合の電池の持ち時間です。富士通調べ。※4 スマホ版ATOKの変換辞書において。
富士通株式会社の登録商標です。＊掲載の内容はAndroidTM 4.4バージョンの内容です。 ＊画像はイメージです。 2

POINT

1

まだ体験したことのない 美しさを手のひらに。
世界最高峰 の高精細 WQHDディスプレイ搭載。
※1

HD端末4台分の解像度を１台に凝縮し
たWQHDディスプレイを搭載。
YouTubeTMの動画も、
より高画質な映
像で楽しむことができます。さらには、
WQHDに対応した動画撮影や4K対応
ビデオカメラで撮った動画も楽しめます。

世界最高峰！画素密度564ppi※2
4Kテレビを超える圧倒的な画素密度。
1インチあたりのピクセル数がHDの約２倍、
フルHDの約1.33倍という、
きめ細やかで
美しい表示を実現しています。
※1 5インチクラススマートフォンにおいて。2014
年9月30日現在。富士通調べ。※2 ppiとは1イン
チあたりの画素数を表す単位です。
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1.33

解像度約

フルHD 424ppi
HD 282ppi

解像度約

2

倍
WQHD

世界最高峰

564ppi！

倍
＊画像はイメージです。 4

POINT

3

思
思う存分楽しめる
３日を超える電池持ち。
※3

大容量3500mAhバッテリー＆
「ヒューマンセントリックエンジン」
に
よる省電力機能で3日を超える電池持ちを実現。電池の減りを気
にせず思いきり楽しめます。

POINT

2

従来比 約３倍。
従来比、
驚きのダウンロード速度。
※1※2

富士通独自の高速ダウンロード※1とマルチコネクション※2を同時
に実行することで、ARROWS史上最速の超高速ダウンロードが
可能になりました。
高速ダウンロード
＋
マルチコネクション

F-02G

従来

通信速度

約

3 倍！

通常のダウンロードは、サーバーへのリクエストは１本だけ。
でもARROWSは、そのリクエスト数を増やすことで高速でダウン
ロード。また、Wi-Fiと3G/LTEを同時に使うマルチコネクション
で、
さらなる高速化を実現しています。

※１ 高速ダウンロードは一部アプリでのみ対応。高速ダウンロードは、1MB以上のファイルをダウンロードした場合に動作
プリでのみ対応。マルチコネクションは、Wi-Fiと3G/LTEの両方に同時に接続している場合に動作します。マルチコネクション
5 によって異なる場合があります。※3 一般に想定されるスマートフォンの利用（Web閲覧、SNSアプリ、その他のアプリの

します。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。※２ マルチコネクションは、一部ア
の出荷時の設定はOFFです。Wi-Fiの通信速度が300Mbps、LTEの通信速度が150Mbpsとした場合。実際の通信環境
利用など約85分間／日の利用）があった場合の電池の持ち時間です。富士通調べ。
＊画像はイメージです。 6

Design

今までにない個性を手にす る歓びを、
あなたへ。
上質な輝きを放ち、見る人を魅了するメタルエッジフレーム。
フレームがディスプレイを四隅でしっかり支えるクアッド※デザイン。
今までにないその個性的な姿が、特別な一台を所有する歓びをもたらします。
※4つで1組の意。

背面テクスチャー

オクタゴンフォルム

サラサラとした素材を使用し、
ドット模様のわず
かな凹凸をつけることで、手に心地よく吸いつく
ようなデザインを実現。 ＊Blackのみ。

迫 力のある 八 角 形 の
フォルムが 画 面をより
引き立てます。

ハイパーダイヤモンドタフコート
本物のダイヤモンド粒子を加え、
さらにハイパー
ガード層をコーティングすることで、優れた耐傷
性と耐久性を実現。
塗装構成

ハイパーガード層
ダイヤモンド層

カラー層
本体

美しさを追求したコンテンツを収録。
「世界旅行」
をテーマとした美しい映像
旅する映像作家・鈴木陵生さんが制作した映像を収録。壮大かつ
美麗な世界の風景が、ARROWSの高精細ディスプレイによって
美しく臨場感のある映像としてよみがえります。

「遊び心×上質感」のある壁紙デザイン

メタルエッジフレーム
強度に優れたアルミニウム
を使用したことで、キレイに
使い続けられるデザインを
実現。また、同時にアンテナ
の役目も果たしています。
Black
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White

Orange

フードアーティストの諏訪綾子
さんとコラボし、食材をモチーフ
にデザイン。高精細ディスプレイ
ならではの細部までこだわった
アート作品のような壁紙で、遊
び心と上質感を演出します。
＊画像はイメージです。 8

Display

動画で、静止画で、かつてない感動を。5.2インチの高精細ディスプレイ。
フル HD を凌駕する感動の美しさと臨場感。

YouTube TM も、もっと高解像度で楽しめる。

5.2インチWQHDディスプレイ

HD端末4台分の解像度を１台に凝縮したWQHD
（1440 2560pixel）
を手の
ひらサイズに。高精細な映像を、5.2インチの大画面で思う存分楽しめます。
例えば、星空のひとつひとつの星までキレイに見ることができます。
HD端末 4台分の
解像度が１台に凝縮！

WQHD動画視聴に対応

YouTubeTMがWQHDコンテンツ
（1440p）
に対応。
より高品質な映像コンテンツが視聴できるので、
楽しみが広がります。
大切な思い出を、臨場感ある美しい映像で。

WQHDで撮影・視聴

写真撮影はもちろん、動画撮影
もWQHDサイズに対応。思い出
のシーンを臨場感ある美しい映
像で残し、
いつでも楽しむことが
できます。

ビデオカメラで撮った映像も、高解像度で。

4K動画視聴

WQHDディスプレイ（1440 2560pixel）

情報表示量が約 1.78 倍に！

フルHDに比べて情報表示量が増えたので快適にWeb閲覧が楽しめます。

4K対応ビデオカメラで撮影した4K動画をmicroSDカードに保存して
ARROWSで視聴すれば、
オリジナルに近い高精細な映像を楽しむことができ
ます。 ＊録画する撮影機器によってはその動画を視聴できない場合があります。
4K対応
ビデオカメラで撮影

情報表示量

フルHDディスプレイ
（1080 1920pixel）
WQHDディスプレイ
（1440 2560pixel）
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約1.78倍!
（フルHD比）

4K

microSDカードに保存して
ARROWSで視聴すれば
高精細映像が楽しめます。
＊画像はイメージです。 10

Display

どの角度から見ても、どの場所で見て も、美しい映像が楽しめる。
斜めから見ても、くっきり美しい。

広視野角IPS液晶

一般的な液晶

IPS液晶

キズを防いで、画面の美しさを保つ。
優れた耐傷性により、
日常使用での
キズや衝撃からディスプレイを保護
します。

色や輝度の変化が少ない広視野角
な「IPS液晶」
で、
どんな角度から見
ても鮮明な美しい映像が楽しめるよ
うになりました。

動画をもっと自然に美しく。

映像処理エンジン「Xevic（ゼビック）」

屋外でも鮮やかに映し出す。

Super Clear Panel

F-02GのLCD
LCDパネル

液晶とパネルの間の空気層をなくす
ことで光の乱反射と拡散を低減し、
輝度とコントラストの向上を実現。
屋外にいても、映像を色鮮やかに映
し出します。

入反射光
強化ガラス
バックライト

質感豊かな映像を再現できる富士通独自の映像処理エンジン
「Xevic（ゼビック）」
を搭載。
ワンセグ、
ギャラリー動画などを、
自
然な美しい映像で楽しめます。
●

Advanced 質感表現＋階調感 復 元（動画視 聴時）
映像を分割して緻密に解析することで、艶のあるコントラスト感と、
自然で滑らかな階調
感を両立。質感豊かでワンランク上のクリアな映像が楽しめます。

充電しながら映像をじっくり楽しめる。

卓上ホルダ

直射日光の下でも、画面が見やすい。

スーパークリアモード

「ヒューマンセントリックエン
ジン」
により、屋外にいること
を照度センサーで検知し、画
面が見やすくなるように輝度
とコントラストを自動で調
整。直射日光の下でもストレ
スなく使用できます。

暗くて
見づらい！

OFF
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従来に比べて小型化し、装着時の安定性が向上した卓上ホルダを同梱。
ワンタッチで簡単に充電できます。
また、
スマホケース※を装着していても充電
が可能です。 ※対応のスマホケース（市販品）が必要になります。

明るいところでも
見やすい！

ON

セットすると、
映像を楽しむための
シアターモードが起動！

卓上ホルダ
＊画像はイメージです。 12

Download

ARROWS史上最速。通信はもう次の ステージへ。
Wi-Fi や 3G/LTE 単独の通信も

高速 に！

ARROWS史上最速の高速ダウンロード※

カフェやファストフード店など、
公衆無線LANスポットで活躍！

動画やアプリのダウンロードは、一度にサーバーへ通信できる容量に上限が
あるため、
どうしても時間がかかってしまいます。ARROWSはサーバーへ通
信するリクエストを増やして一気に超高速でダウンロードできます。
※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。
従来（Wi-Fi or 3G/LTE）
リクエストは
1 本だけ

富士通独自の

高速

&

安定

通信速度
従来比

通信技術！

約

高速ダウンロード※&マルチコネクション※

※

3 倍！

サーバーへのリクエスト数を増やした富士通独自の高速ダウンロードを、
Wi-Fiと3G/LTEの2つのネットワークで同時に実行。
かつてないほど高速で
安定したダウンロードを実現します。
※高速ダウンロード、
マルチコネクションは一部アプリでのみ対応。高速ダウンロードは、1MB以上の
ファイルをダウンロードした場合に動作します。
マルチコネクションは、Wi-Fiと3G/LTEの両方に同時に
接続している場合に動作します。
マルチコネクションの出荷時の設定はOFFです。Wi-Fiの通信速度が
300Mbps、LTEの通信速度が150Mbpsとした場合。実際の通信環境によって異なる場合があります。
高速ダウンロードと
マルチコネクションで
たくさんリクエスト！

❶
①

データ

❷
Wi-Fi ②

データ

❸
③

データ

❹
④

データ

❺
3G/LTE ⑤

データ

サーバー
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データ

❻
⑥

短い時間で
大容量データを
ダウンロードできる！

❶
①

❹
④

❷
②

❺
⑤

❸
③

❻
⑥

サーバー

超高速で
ダウンロード！

データ
データ

サーバー

❸
③

時間がかかったダウンロードが…

高速ダウンロード
（Wi-Fi or 3G/LTE）
たくさん
リクエスト！

❷
②

❶
①
データ

❶
①

❶
①

❷
②

❷
②

❸
③

❸
③

データ

通信時間

２つのネットワークで通信が

マルチコネクション

安定！

電車移動中など、通信が
不安定なシーンで活躍！

電車移動中などのWi-Fi接続時に一時的に通信速度が遅くなった場合には、
3G/LTEに自動で追加接続。例えば、Web閲覧やYouTubeTMの動画視聴を
快適なスピードを保ったままストレスなく楽しめます。
Wi-Fiの
通信速度が遅いときでも
動画を快適視聴♪

Wi-Fi通信速度が
遅くなると…
Wi-Fi

通信時間

3G/LTE

3G/LTE に
追加接続！

データ

＊画像はイメージです。 14

Battery

３日を超える電池持ち。動画もWebも 思う存分楽しめる。
※

長持ち！

きめ細やかな設定で電池を長持ちさせる。

NX!エコ

指定した電池残量や時間帯でエコモードが起動で
きるなど、
自分の使い方に応じてきめ細かく省電力
設定ができます。

すぐ
使える！

サッと充電でたっぷり使える。

急速充電2

朝起きて家を出るまでのわずかな時間の充電で思う存分使えます。
うっかり
充電を忘れてしまった朝など、急いでいるときに便利です。
＊
「急速充電2」
とは、
端末本体画面上で
「充電してください」
の表示が出たタイミングから画面点灯
OFF状態にして充電を開始して60分で1800mAh以上充電でき、
かつACアダプタ 04使用時と比
較して125％以上の効率化が満たせる充電機能のことです。＊ACアダプタ 05
（別売)が必要です。

長持ち！

電池切れを気にせずしっかり使える。

大容量3500mAhバッテリー＆省電力機能

大容量バッテリー搭載だから、動画もWebの閲覧も余裕で楽しめます。
また、
富士通独自の
「ヒューマンセントリックエンジン」
が、利用状況をリアルタイム
で把握し、省電力を徹底サポート。
よく使うアプリごとに、パフォーマンスを
落とさずにCPUの動作を最適化。
またタッチの反応も画面ごとに制御し、
省電力
を図っています。
※一般に想定されるスマートフォンの利用
（Web閲覧、
SNSアプリ、
その他のアプリの利用など約85
分間／日の利用）
があった場合の電池の持ち時間です。
富士通調べ。
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。
実使用時間の詳
細については、
「ドコモのホームページ」
でご確認ください。
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緊急時！

災害時などの緊急時に電池が長持ち。

非常用節電モード

災害や遭難などの緊急時に、最低限必要なもの以外
の機能をOFFにしたり省電力モードに切り替えたり
して、
電池の消耗を大幅に抑える
「非常用節電モード」
を搭載。災害など充電がなかなか行えない状況で、
電池を極力長持ちさせます。

＊画像はイメージです。 16

Input System

スマホ史上最高 ATOKがさらに進化。文字入力がさらに快適に。
※1

Super ATOK

かしこい変換で
思いのままに文字入力。

ウルティアス

ULTIAS

Super ATOK

かしこい変換で
思いのままに文字入力。

ウルティアス

ULTIAS
操作性への
徹底的なこだわりを凝縮。

磨き抜かれた
ユーザー
インターフェース

一発で入力できない単語をユーザー辞書にカンタン登録 。

難しい名前や造語など一発で変換できない単語を
ユーザーの入力の仕方から分析し、
ユーザー辞書へ
カンタンに登録できるように促してくれます。

「キョロ」と入力後に、
「充実」と入力して
「実」を削除すると…

「キョロ充」と
入力したいのに
一発変換できない

ユーザー辞書
登録ボタンが
自動表示！

文脈や単語を読み取って、スムーズに入力できる。

入力しようと思った文字が
打ち間違いなく確実に入力できる。

パソコン版ATOK相当の高性能なエンジンを搭載。予測・変換精度が高く、
スムーズに文字を入力することができます。

プレミアム
サクサクタッチパネル

●

次の言葉を予測する！

入力した言葉に合わせて、次に入力する言葉
を予測し、
自動で表示します。

●

文 章を理 解する！

入力された文章の文脈、文節、単語を読み
取って、正しく適切な漢字に変換します。

入力したい言葉がきっと見つかる。

ジャストシステムが開発した、
日本語入力システムの最高峰
「ATOK」
と富士通
が共同開発。
予測・変換精度の高さはもちろん、
ATOK史上最大クラスの単語数
ユーザー辞書
で難しい言葉も一発変換。最旬ワードも自動でどんどん追加されます。
登録ボタンが

※1 スマホ版ATOKの変換辞書において。2014年8月富士通調べ。
17

自動表示！

従来比約3倍※2のATOK史上最大クラスの単語数で、今まで変換できなかっ
た難しい言葉も一発で変換することができます。 ※2 F-01Fと比較。

辞書などで調べることなく、すぐに英語を入力できる。

日本語やカタカナ語の読みから英単語に変換できます。
読みはわかるけれどスペルがわからない単語を入力するときに便利です。
＊画像はイメージです。 18

Input System

アプリに合わせて最適な言葉が表示される。

アプリに合わせて予測変換候補が表示されます。例えば、Googleマップでは
地名を優先して表示し、電話帳では人名を優先的に表示します。

常に最旬ワードでコミュニケーションを楽しめる。

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、毎週無料で辞書に自動追加してくれます。流行りの言葉
をいち早く取り込め、会話も弾みます。
＊ご利用には、Just アカウントの取得が必要です
（無料）。＊キーワードの更新は１か月に13回
以上。1回に20用語以上を自動で追加します。配信回数、配信語数は変動する場合があります。

プレミアム
サクサク
タッチパネル

入力しようと思った文字が
打ち間違いなく確実に入力できる。

打ち間違いなく確実に入力できる。「プレミアムサクサクタッチパネル」

タッチパネル上に発生し誤入力の原因となっていた電気ノイズに対する耐性
を大幅に向上させた最新のタッチパネルコントローラを搭載。誤入力を軽減
し、
サクサク快適な文字入力を実現します。
実際に画面に
触った位置

これまでの
タッチパネルは…

F- 0２G

町名だけで住所が打てる。

町名から、県や市、区が入った住所に変換。効率よく住所を入力できるので、
ネットショッピングの会員登録の際などに便利です。
有楽町

郵便番号辞書
郵便番号から住所に変換することもできる！
3300072
埼玉県さいたま市浦和区領家
＊テンキー設定の
「数字は確定入力」
がOFFのときに変換可能。
ONの
ときはキーボード上の
「MENU」
キーを右フリックしてご入力ください。

各地の方言に対応。

日本全国の方言辞書（6地方辞書※）
を搭載。遠く離れて暮らす家族や地元の
友人などにも、慣れ親しんだ言葉でメッセージを送れます。
さらに、一度方言を
入力した場合は、
自動的にその地域の方言を優先して変換するようになるの
で使い勝手が向上します。 ※北海道・東北、関東、中部・北陸、関西、中国・四国、九州地方。
■ 日本語と英数字の組み合わせもしっかり覚えていてくれる。
■ 誰でも正しい日本語の文章が入力できる。
■ 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。
■ 100文字の単語も一発で入力できる。
■ 全角・半角を揃えて、美しく文字を入力できる。
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ノイズ耐性が大幅に
向上したことで
誤入力を軽減！

ノイズが発生すると
誤入力があった…

栃木県足利市有楽町、埼玉県所沢市有楽町
東京都千代田区有楽町 など

誤入力が少ない文字入力専用のモード。
「文字入力タッチパラメータモード」

文字を入力するときに、
「ヒューマンセントリックエンジン」
が入力に最適な専用のモードに自動切替することで、
圧倒
的に誤入力が少ない快適な文字入力を実現しています。
フリック入力モードのときに
「た」を入力したい
従来
F-02G

ケータイ入力モードのときに
5回タッチして「の」を入力したい
従来
F-02G

フリックしたと
認識されて
「て」が入力されて
しまった…

わずかな動きまで
しっかりと
タッチと認識され、
「の」を入力！
一周回って
「な」が
入力されてしまった…

わずかに動いても
狙い通りに
「た」を入力！

操作に慣れるのをサポート。
「フリック学習モード」

フリック操作に慣れないお客様に対して、入力方向を覚えるための学習モード
を搭載しました。
＊画像はイメージです。 20

Input System
磨き抜かれた
ユーザー
インターフェース

操作性への
徹底的なこだわりを凝縮。

快適な編集操作が可能。

コピー＆ペーストもあっという間！

「3日持ちスマホ」にしたい…

コピー＆ペースト
（貼り付け）
の操作も、
カーソル移動のつまみが大きくなり、
各操作の表示も見やすくなったことで、格段に使いやすくなりました。
大きなつまみで
カーソルの移動も
カンタン！

次の動作を
すぐ近くに表示！

行をまたぐときなど、
微調整もしやすい！

「元に戻す」で
カンタンに元通り！

「コピー」
したいの
に間違って「切り
取り」を選んでし
まった場合は…

削除キーから
ワンアクションで！

例えば…

消しすぎた！元に戻したい！

1文字ずつ元に戻せる！

例えば…

削除キーから
ワンアクションで！

前の文章を
一気に削除できる！

カーソルの上下移動も直感的に十字操作。

「件名」入力後

直感的にコピーができる。
「なぞってコピー」

Webサイトの画像内に含まれる文字など、通常の長押し操作ではコピーでき
ない文字も、
カンタン操作でスムーズにコピーできます。
コピーした文字はそ
のままSNSやメールに反映させることが可能です。
＊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。＊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。

「本文」の入力へ！
フリック入力で
カーソル移動

括弧（かっこ）入力時のカーソルは自動で移動！
（ ）
を入力すると…

カーソルが自動で中に
移動してくれる！

■ フリック操作で半角・全角のスペースを使い分けられる！
■ 記号や絵文字も入力できる手書き入力！
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。

■ キーボードの高さや幅を自分オリジナルのサイズに調整できる！
■ 使い慣れたキーボード（ iモードケータイや他社製スマホなど）でのりかえもスムーズ！
＊画像はイメージです。 22

Camera

どんな瞬間も、美しい写真になる。高性 能2070万画素カメラ。
暗いところでも明るく撮れる。

薄型高性能レンズ

スマートフォンのカメラが苦手としているうす暗いところでも、
ノイズを抑制し
て明るくキレイに撮影できます。

従来（F-01F）

F-02G

より自然な雰囲気の写真が撮れる。

暖色フラッシュ／インテリジェントフラッシュ

暗めの室内などでもあたたかみのある写真が撮れる
「暖色フラッシュ」
や、被写
体の距離に応じてフラッシュの明るさを自動的に調整する
「インテリジェント
フラッシュ」
で、見たままに近い、
より自然な写真が残せます。
大型の1/2.3型CMOSイメージセンサー
「Exmor RS for mobile」
を搭載。
約2070万画素のセンサーで、
感動の美しさ、圧倒的な明るさの
写真を撮影できます。

明るい
薄型高性能レンズ
高精細な描写を実現する
５群５枚のレンズ構成で、
暗いところでも隅々まで明るく、
ハイレベルな写真表現が可能。
被写体を最大限明るく取り込み、
キレイな画に仕立てます。
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従来のフラッシュ
（F-01F）

暖色フラッシュ

シャッターチャンスを逃さず、鮮明に撮れる。

1/ 2.3型の大型センサー Exmor RS for mobile

富士通独自の画像処理エンジン
「GRANVU（グランビュー）」
を搭載。
高感度・低ノイズの美しい写真を
撮影できます。

大型のイメージセンサーを採用。起動も撮影間隔もより速くなり、撮りたい瞬
間を逃しません。
また、
シャッタースピードの高速化により、動いている被写体
のブレを抑え、鮮明な写真の撮影が可能になりました。

従来（F-01F）

F-02G

＊画像はイメージです。 24

Camera

自慢したくなるような最 高の一 枚を、誰でも、すぐに、カンタンに。
自分撮りが、もっとキレイにしっかり。

撮りたいと思ったら、すぐにピントを合わせられる。

クイックフォーカス

高速オートフォーカスで被写体を瞬時にとらえ、決定的な一瞬を残せます。
さらに、
「ヒューマンセントリックエンジン」
のセンサーを活用し、
カメラを構え
たときの姿勢までも検出し、
カメラの向きや被写体との距離に合わせて、素早
く正確に被写体にピントを合わせます。
レンズが上を向いているときは…

レンズが下を向いているときは…

遠くの被写体に合わせて素早くフォーカス

近くの被写体に合わせて素早くフォーカス

目で見るままの美しさを再現。

HDR（ハイダイナミックレンジ）合成

一眼レフやデジタルカメラに搭載されてい
るHDR合成に対応。露光時間（シャッター
スピード）の違う2枚の写真を同時に撮影・
合成し、実際に目で見る鮮明な美しさをその
まま記録できます。

花がキレイ

空がキレイ

従来

F-02G

広角になって
大人数の撮影も
ラクラク！

セルフタイマーモードで自分撮り。

ワンタッチで起動できる。

真っ暗なシーンでも被写体を確認できる。

ホーム画面に動画、
インカメラのカメ
ラウィジェットを貼り付けられます。
素早くカンタンに起動でき、
とっさの
撮影のチャンスを逃しません。

真っ暗なシーンで撮影するときに、
トーチライトを点灯させ、ファイン
ダーで被写体を確認できます。
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自分撮りがもっとキレイに写せる210万画素インカメラを搭載。広角なので、
大人数での撮影や、後ろの風景まで撮りたいときにも便利です。一緒にいた
メンバーやその場所の雰囲気など、思い出のシーンをしっかりと残せます。

スタンドセット撮影

両方の良いところを合成

カメラウィジェット

210万画素インカメラ

同梱の卓上ホルダにセットすれば、
シアターモードからインカメラが起動可能。
セルフタイマーモードで起動するので、離れた場所に置いて撮影するときなど
に便利です。

撮影時のトーチライト

＊強制フラッシュONに設定した場合。
＊画像はイメージです。 26

Sound

「音」
のよさも徹底的に追求。
エンタメも、通話も、さらに楽しめる。
イヤホンを挿せば、音楽・動画系アプリを表示。

イヤホンランチャー

イヤホンを挿し込むと、
あらかじめ設定された音
楽・動画系アプリのランチャーが起動※するよう
設定できます。
アプリを探す手間が省け、音楽や
動画を気軽に楽しめます。
※起動するアプリは設定で変更できます。

ストレスのない心地よい通話を。

独自の音声処理技術

富士通独自の音声処理技術を搭載しました。従来培ってきた
「聞きやすさ」
や
「省電力」技術を詰めこみました。

CD よりも高音質なサウンドが楽しめる。

ハイレゾ音源対応

●

ノイズが約 3 分の1に！

●

通話の消費電流を約 10% 低減！

F-05F比でノイズが約3分の1に低減。相手の音声をより快適に聞くことができます。

音楽CDの約6.5倍の情報量をもつハイレゾ音源の再生に対応。原音をより正
確な形に再現するので、録音されたときの空気感・臨場感まで楽しめます。

従来以上の通話音質と通話時間を実現。
より長く快適に通話できるようになりました。

＊ハイレゾ音源、
ハイレゾ対応機器が必要です。
原曲の音信号

CDの音データ

ハイレゾ音源

地デジの高画質を録画でも楽しめる。

フルセグ

臨場感あふれるサウンドに包まれる。

Dolby Audio

自分好みの設定で、
まるでホームシアターにいるような臨場感
あふれるサウンドを楽しめます。
＊Dolby® Audioの効果を楽しむためには、
イコライザーなどの他の音響システムを同時に使用しな
いことをおすすめします。＊ハイレゾ音源を再生する場合Dolby® Audioの効果は無効となります。
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自宅のテレビで見る地上デジタル放送と同じハイビジョン放送（フルセグ）
を
楽しむことができます。
ワンセグよりも高画質で、
スポーツ中継やニュースなど
の文字、映像の細かな部分まで、
クッキリ滑らかに映し出します。
フルセグ画
質での番組録画や、
データ放送の受信も可能なので、見たい番組をいつでも
どこでも楽しめます。
＊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、
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・フル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。
＊画像はイメージです。 28

Human Centric Engine

「ヒューマンセントリックエンジン」で、
あなたに心地よくフィットする一台へ。
確かなセンシング技術で一人ひとりの毎日をサポートする
「ヒューマンセントリックエンジン」がさらに進化。
富士通ならではの技術で、もっと使いやすく、便利なスマートフォンをあなたへ。

一人ひとりのライフスタイルに合わせて、
より便利で快適に。
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あなたの習慣やくせを学習し、次にしたい行
動をアシストします。
●

例えば、電車待ちの間によく使うアプリを分析・予測して表示。

＊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。
＊画面上に表示されていないアプリをアシストします。
（NX！ホームの場合）

一人ひとりに
合わせてサポート

使いたいアプリが
画面になくても…

いつでもどこでも
使いやすく

●

使いたいアプリが
使いたいときに
表示される！

例えば、出張や旅行に行っていることを判別してアラームアイコンを表示。

充実ライフを
サポート
出張先では
アラームを
アシスト！

大切な情報を
しっかり守る
打ち間違いのない
快適な文字入力
29

電池持ちを支える
省電力機能

うっかり変更し忘れて
いつもの時間に
鳴るのを防止！

■ 低電力常時測位 位置情報取得のためのGPSを「ヒューマンセントリックエンジン」
がコントロールし、驚きの低消費電力でパーソナルアシストを実現します。
■ 安心の暗号化・複合化技術 スマートフォン内に保持されるライフログデータは、安心の暗号
化・複合化技術でしっかり保護。外部の悪意ある不正アプリからの攻撃や不正アクセスを防ぎます。
＊画像はイメージです。 30

Human Centric Engine
Display

いつでも、どこでも、見やすく、聞きやすい。
シーンに最適な色味に調整。

使用するシーンに合わせて、快適さをサポート。
見ている間は画面が消えない。

インテリカラー

蛍光灯、電球、太陽光など、異なる光の状態に合わせて、画面の色味を自動的
にベストな状態に調整します。

持ってる間ON

本体を持っている間は傾き・揺れを
検知して画面をONにし続けます。
さらに、傾きや揺れがなくてもイン
カメラが目線を判断するため、見つ
めている間は画面が消えません。机
に置いた状態でじっくりWeb閲覧を
するときも快適です。

昼光色の蛍光灯下では、
すっきりした色味に。

電球色の蛍光灯下では、
暖かい色味に。

気になるブルーライトを軽減。

ブルーライトカットモード

画面から発せられるブルーライトを約30％軽減します。
雑踏の中でも相手の声が明確に。

スーパーはっきりボイス4

相手の聞こえにくい声を強調したり、
受話音の
「こもり感」
「軽さ」
を整えて
聞き取りやすくします。

いつも正しい向きで表示。

あわせるローテーション

インカメラが顔の向きを高精度に検出するの
で、誤った画面回転でのイライラを軽減しま
す。
また、意図せず画面の向きが変わっても、
本体を2回以上振ることで戻せます。
ひっくり返すだけで音を OFF に。

ふせたらサウンドオフ

着信音やアラームの音を一刻も早く止めたいときに、端末を裏返すだけで音
をOFFにすることができます。
＊ドコモメールなど一部のアプリでは非対応です。

■ 気配り着 信

静かな場所では着信音量を小さく、
騒がしい場所やポケット内では大きくしてお知らせします。

■ あわせるビュー
使う人の年齢に合わせて画面の青みを調整し、色を識別しやすくします。

■ うっかりタッチサポート

■ スーパーダブルマイク
周囲の騒音を検知して自動的に抑え、
自分の声をクリアに届けます。

■ おまかせタッチ
画面上で指がどう触れているかを検知。
意図した場所にタッチでき、
押し間違いを防ぎます。

■ あわせるボイス 2
耳年齢に応じて音質補正を行い、聞き取りやすい音質にします。

■ はっきりタッチ
画面にタッチした瞬間に振動が指に伝わり、操作したことがリアルタイムでわかります。

31

本体を握る手や指が画面の端にかかっていても誤作動せず、
快適にタッチ操作ができます。

＊画像はイメージです。 32

Human Centric Engine

充実ライフをプロのアドバイスでサポート。
健康的な生活を送るためのアドバイスがもらえる。

健康生活日記〜からだライフ〜

慶應義塾大学 呼吸器内科／聖マリアンナ医科大学 循環器内科 協力
睡眠ログ
枕元に本体を置くだけで、加速度センサーとマイク
（音響）
が睡眠状態を検知。
※１

大切な情報を守る、充実のセキュリティ。
認証率が高く、指一本で高速ロック解除。

スマート指紋センサー

あらかじめ指紋を登録した指でセンサーをなぞるだけでロックをすぐに解除。
パターン入力やパスワード入力の必要がありません。

睡眠時間や寝返りの多さ、
いびきの音などの睡眠情報が一目瞭然に。
さらに

●

毎日の睡眠状態から、
良い眠りのためのアドバイスメッセージを提供します。
〈メッセージ例〉
●

寝る前のおすすめ体操

眠る前に手足を軽くブラブラさせてほぐしてあげると、
リラッ
クスして眠りにつけるかもよ。試してみてね。
●

●

カチッ

画面ONからロック解除までの操作を
持ち替えることなくスイッチひとつで行える。
持ったとき自然な位置にセンサーがあるので操作がしやすい。
カチッ

サッ

サッ

入眠潜時

お布団に入ってから、眠りにつくまで、
ずいぶん時間がかかって
います。
運動をして、
日中の活動量をもっと増やしてみましょう。

●

いびき

いびきをかいてましたよ〜 いびきの音が録音されているか
ら、聞いてみてね ヽ( *́∀｀)ノ

センサーを
押して画面ON。

センサーをなぞって
ロック解除。

指紋の登録は
最大10個まで
可能です。

アプリや写真、連絡先などのセキュリティを高める。

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NX！メールなどの新着通知を
基 礎体温管理サービス
NFCに対応した体温計※２
（別売）
を使えば、F-02Gにかざすだけのカンタン
操作で毎日の基礎体温を転送・記録できます。
さらに
「ルナルナ」のサービス
と連携した
「からだライフ妊娠サポート」
に登録（無料）
することで、測定・記録
結果をもとに毎日をサポートするうれしいアドバイスがもらえます。
※2 対応する機器については
「FMWORLD」
（富士通ホームページ）
でご確認ください。

■ 高橋尚子のウォーキング・ランニングクリニック
マラソンランナーの高橋尚子さん監修。適切なアドバイスで、毎日の運動をサポートします。
■ ビューティーボディクリニック
バランス改善のためのアドバイスやトレーニング法により、美ボディづくりをサポートします。

スマート指紋センサーの長押しで起動・解除が可能です。
非表示にできます※2。
＊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の設定が必要です。

プライバシーモード対応アプリ
下記のアプリをダウンロードすれば、指定した人物に関するメールや電話
帳、発着信履歴などの個人情報を非表示にできます。
N X! 電話帳
＊アプリのダウンロードに N X! メール
は別途パケット通信料が 〈対応機能〉
● 送信先インライン検索
かかります。＊個人情報を
●
非表示にする場合は対応 ● クイックセレクト返信
圏内自動送信
アプリでの指定が別途必 ●
予約送信
要になります。
● マルチアカウント管理

■ スッキリ目覚まし ※1
睡眠状態を検知し、眠りが浅いときにアラームを鳴らして、スッキリ快適な目覚めを促します。

■ アプリケーションロック 「ギャラリー」や「電話帳」などのアプリを個別にロック。

※1 電池残量が十分なことをご確認の上、本体を枕の横など、
からだの近くに置いたままお休みください。

■ パスワードマネージャー
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Webで利用しているIDやパスワードを暗号化して管理。
＊画像はイメージです。 34

Usability

使いやすさを追求した多彩な機能。い ついかなるときも、心地よく使える。
カンタンに画面を保存。上から手書きもできる。

キャプメモ

画面の外から画面の中央へ指を動かすス
ワイプ操作をするだけでカンタンに起動。
スマートに画面を保存できます※。
そのまま上から手書きしてメール送信や
SNSへ投稿することができるので友達に
集合場所を教えるときなどに便利です。

画面に手書きで
メモやマーカーを
付けられる！

＊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。※画面によってはキャプチャでき
ない場合があります。

よく使う機能の ON/OFF がカンタン。

ステータスパネルスイッチ

手袋をしたまま操作できる。

手袋タッチ

静電容量を識別し、指でのタッチか手袋でのタッチかを自動的に判別する
タッチパネルを搭載。
冬の寒い日でも手袋をはずすことなくラクに操作できます。
＊手袋の素材によって正確に認識・判別されない場合があります。

片手で指が届かない箇所を操作可能。

スライドディスプレイ

例えば
画面全体を下方向に移動さ ここをタッチ
せることで、大画面で指の したいとき

届かなかった部分も、片手
でラクラク操作できます。

＊設定で表示位置を変更できます。
35

右下の
アイコンを
タッチすると

画面上部から引き出して表示でき、
よく使
う機能のON/OFFをスピーディーに切り
替えられます。
新たに手袋タッチのON/OFF切替が選べ
るようになりました。

長押しでカンタンに
入替可能！

好みのアイコンデザインを選べる。

アイコンカスタマイズ

複数パターンのアイコンからお好きなアイコンを自分で設定することができます。
＊ホームアプリが
「NX！ホーム」
のときにホーム画面でのみ利用可能です。

画面が
下に移動

カメラ

メール

スケジュール

＊画像はイメージです。 36

Connectivity

さまざまな機器と連携可能。楽しさ、便利さ、どんどん広がる。
外出先でも録画した番組を楽しめる。

DLPA

TM

DLNA 連携（DTCP-IP/DTCP＋対応）

C E R T I F I E D

カーナビで自宅の音楽や写真を楽しめる。

カーナビ連携

カーナビとスマートフォンを双方向でつなぐ通信規格、MirrorLink対応の
アプリを使ってカーナビを操作し、F-02Gや自宅のパソコン
（FMV）の中の
音楽をカーステレオの高音質なスピーカーで楽しめます。
さらに、F-02Gや
パソコン
（FMV）
に保存している写真※1をカーナビの画面に表示して目的地
設定ができるなど、
さらに便利さが広がります。

DLNA対応のブルーレイディスクレコーダーなどに録
画した地デジ番組※1を、Wi-Fiを介してリビング以外の
部屋で視聴したり、外に持ち出したりと、
ワイヤレスで
気軽に視聴できます。
さらに、
専用のNAS※2にコンテンツ
を保存すれば、F-02Gを使って外出先からリモートアク
セスして視聴することが可能。
コンテンツを持ち出し忘
れても安心です。

富士通が提供する
クラウドサービス
※3

＊ご利用には、家庭内無線LAN環境が必要です。＊対応機器については、
「FMWORLD」
（富士通
ホームページ）
に掲載予定です。接続する機器により実現できる機能は異なります。※1 著作権保
護技術DTCP-IPに対応したDLNAサーバーに録画・保存された地デジ番組が対象となります。
す
べてのDLNA対応機器との連携を保証するものではありません。
なお、
コンテンツによっては再生
できない場合があります。※2 ご家庭内でネットワークに接続して、
データやファイルを共有でき
るリモートアクセス対応メディアサーバーです。対応機器については、
「 一般社団法人デジタル
ライフ推進協会のホームページ」
（http://dlpa.jp/remoteaccess/）
に掲載予定です。

USB接続

MirrorLink対応アプリ
DrivePortをプリインストール

※1 GPS情報がある写真に対応。※2 2013年秋モデル以降の富士通テン「ECLIPSE」
MirrorLink対応カーナビとなります。※3 対応機種は2012年10月以降発売のFMVとなりま
す。
あらかじめFMVとARROWSのペアリングが必要です。

「Wi-Fiかんたん接続」がさらに充実。

NFC（Near Field Communication）

「NFC」に対応。端末をかざすだけの
カンタン操作でさまざまなファイル
に
共有が行える
「Android ビームTM」
対応しています。
さらに、Wi-Fiかんた
ん接続に
「NFC方式」を追加。よりカ
ンタンにWi-Fi設定が行えます。

※2

家電製品との連携でさらに便利なスマホに。

かざすだけで
Wi-Fi設定OK!

Bluetooth 4.0

無線LANルーター

Bluetooth標準規格Version4.0に準拠。家電
製品との通信を最適化し、省電力性を向上させ
ました。
■ F-LINK

スマホでもタブレットでもデータをらくらくシェア。

■ Miracast スマホの画面をテレビに映して楽しめる。
■ ANT＋対応 日々のトレーニングが管理できる。
付属のNFC専用カード
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■ FMトランスミッタ

FMラジオで手軽に音楽を聴ける。
＊画像はイメージです。 38

Useful Function

快適に使いこなすためのさらなる機能 ＆性能。
音声通信もLTEネットワークで。

動画再生時もちゃんと消音。

ドコモの強いLTEネットワークを活用し、高音質で安定した通話とスムーズ

ARROWSのオリジナルマナーモードは動画の音声などもちゃんと消音。
マナーモードにしていたつもりなのに音が出て焦るということもありません。

VoLTE（ボルテ）

な発着信を実現するVoLTEを、富士通の音響技術でさらに高音質化。
より
クリアな音質を実現します。
また、高精細でキレイな映像のビデオコールも
可能です。通常の音声通話からカンタンに切り替えることができます。
＊ドコモのVoLTE対応機器同士で、
日本国内のLTEエリアでの通話の場合にご利用になれます。
＊詳しくは
「ドコモのホームページ」
でご確認ください。

オリジナルマナーモード

うっかり画面に触れても大丈夫。

チャイルドロック

タッチ操作を一時的にブロックすることで、動画の再生中やアプリ利用中の
意図しない操作や画面オフなどを防ぎます。

便利＆快適な暮らしをサポートするアプリを紹介。

お風呂やキッチンなどでも気軽に使える。

富士通が厳選したアプリをご紹介。便利で快適な暮らしをサポートします。

IPX5/IPX8の防水性能とIP5Xの防塵性能を備えているので、
バスルームや
キッチンなどでも安心して使用可能。万一汚れてもサッと洗い流せるので
便利です。 ※防水・防塵性能について詳しくはP43をご覧ください。

イチオシアプリ
①ホーム画面から
アプリ一覧をタップ

② 画面右上の
「★イチオシ」
をタップ

③ 一覧から好きなアプリ
を選んでダウンロード

※
※
防水（IPX5/IPX8）
・防塵（IP5X）
対応

データの受け渡しやバックアップがラクラク。

USB機器接続

USB On-The-Goで、
マスストレージをマウント可能。
パソコンを使わずにUSB
メモリやHDDが接続できるので、
データの受け渡しやバックアップがカンタンです。
■ microSDXC TM 128GB対応

データのやりとりがより大容量＆高速に。

■ プリンタ連携 ワイヤレスで思い出をプリント。

YouTube TM 公式アカウント FujitsuMOBILE

https://www.youtube.com/user/FujitsuMOBILE/featured
海外旅行がより快適に。

700MHz帯対応

700MHzのLTE国際ローミングに対応し、海外でご利用可能なエリアが
広がります。
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富士通製スマートフォン、
タブレット、
ケータイ電話の動画を紹介して
います。各製品の最新TVCMやプロモーションビデオ、
またスマート
フォンの便利な使い方・活用法などを掲載中です。
掲載項目

●
●

TVCM
発表会

●
●

プロモーションビデオ ● イベント
スマートフォン活用法 など
＊画像はイメージです。 40

ドコモのサービス
初回7日間無料！※
定額で楽しめるドコモのサービス
※初回お申込みから月額使用料が7日間無料となります
（初回お申込みの場合のみ適用となりま
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）。無料期間中にお客
様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。
映画やドラマが月額500円（税抜）で見放題。

dビデオ

映画やドラマが月額500円
（税抜）
で見放題。
新作映画・ドラマのレンタルも！ テ
レビ、
パソコン、
タブレットやもちろんスマートフォンでもお楽しみいただけるの
で、
あなたの生活に合わせてご自由にお楽しみいただけます。
dビデオは、
作品を
見るのに、
借りに行ったり、
返しに行ったりする必要がなくレンタル中で借りられ
ないといったこともありません。
＊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。＊dビデオの月額利用料500円
（税抜）
は契約日・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。＊ご利用には、
専用ア
プリケーションが必要です。
専用アプリケーションのダウンロード・アップデートには、
別途パケット通
信料がかかります。＊docomoの回線契約またはspモード契約がないお客様が本サービスをご利
用いただくためには、
ドコモが別に指定するdocomo IDが必要となります。
なお、
お客様のご契約状
態などにより、
サービス内容等が一部異なる場合があります。＊デバイスによっては一部視聴できな
いコンテンツがあります。＊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。＊対応機種・ご利用条件など、
詳しくは
「ドコモのホームページ」
でご確認ください。
多彩な音楽プログラムが楽しめる。

dヒッツ

最新楽曲から懐かしの名曲まで、
ヒット曲満載の300プログラムがすべて月額
「myヒッツ」
機能も、
歌詞
500円
（税抜）
で聴き放題！ 自分で好きな楽曲を選べる
も、
すべて500円
（税抜）
で楽しめます♪ 聴き放題の300の音楽プログラムの中か
ら毎月3曲ずつお気に入り登録もできて、
全部でたったの月額500円
（税抜）
！
＊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。＊docomoの回線契約またはspモード契約が
ないお客様が本サービスをご利用いただくためには、
ドコモが別に指定するdocomo IDが必要と
なります。
なお、
お客様のご契約状態などにより、
サービス内容等が一部異なる場合があります。
41

アニメを愛するすべての人へ。

dアニメストア

アニメを愛するすべての人へ！ 月額400円（税抜）で約1,000作品、約
17,000話が楽しみ放題！ 約1,000作品の中には現在放送中の最新アニメ
から、誰もが知ってる名作アニメまで幅広いジャンルの作品がいっぱい！ あな
たのお気に入りがきっと見つかる！いろいろなデバイスからご利用できます！
スマートフォンはもちろん、PC、
タブレット、TVでも視聴可能です！
＊ご利用の通信回線により、別途回線使用料、パケット通信料等がかかる場合があります。＊月額利用
料は契約日・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。＊コンテンツをご利用の際、データ量が多くなり、
ご利用の通信回線に
よっては比較的短時間で速度制限条件に達する場合があります。速度制限下での視聴は困難ですので、
無線LAN（Wi-Fi）でのご利用をおすすめします。＊一部のコンテンツまたは一部デバイス利用時にスト
リーミング形式による配信となり、
ストリーミング再生には通信環境が必要です。＊推奨機種、
ご利用条
件など詳しくはdアニメストアサイトをご確認ください。

富士通オリジナルサイト
あなたの「知りたい」が必ずある！

スマホライフがさらに楽しく！

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/

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！

ARROWS @

@Fケータイ応援団※

※ホーム画面のブックマークアイコン
（初期設定）
からカンタンにアクセスできます。＊サービスに
かかるパケット通信料はお客様のご負担となります。＊機種によってはご利用いただけないコンテ
ンツがあります。＊コンテンツは予告なしに変更される場合があります｡
Facebook公式アカウント

FujitsuMOBILE

らくらくコミュニティ

http://www.facebook.com/fujitsumobile/

http://community.fmworld.net/

ARROWS新製品やキャン
ペーンなど最新のお得な情
報をお届け！

離れて暮らすご家族とも手軽
に楽しめるSNSです。
ご利用
はすべて無料！
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Bluetooth/Wi-Fi（WLAN）
の周波数帯について

Bluetooth機能が使用する周波数帯
❶2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
❷FH/XX：変調方式がFH-SS方式およびその他の方式（DS-SS
方式／DS-FH方式／FH-OFDM複合方式／OFDM方式以外）
であることを示します。
❸1：想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
❹
：2400MHz〜2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ
移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。
Wi-Fi機能が使用する周波数帯
❶2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
❷DS/OF：変調方式がDS-SS方式、OFDM方式であることを示します。
❸4：想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
❹
：2400MHz〜2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ
移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
＊航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

❶

❷

❸

2.4 FH/XX 1
❹

❶

❷

❸

2.4 DS/OF 4
❹

電子レン
【Bluetooth/Wi-Fi
（WLAN）
機器使用上の注意事項】本製品の使用周波数帯では、
ジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、
工場の製造ラインなどで使用される免許を
要する移動体識別用構内無線局、
免許を要しない特定小電力無線局、
アマチュア無線局など
（以下
「他の無線局」
と略します）
が運用されています。
1.本製品を使用する前に、
近くで
「他の無
線局」
が運用されていないことを確認してください。
2.万が一、
本製品と
「他の無線局」
との間に電
波干渉が発生した場合には、
速やかに使用場所を変えるか、
「 電源を切る」
など電波干渉を避け
てください。
3.その他、
ご不明な点につきましては、
次の連絡先へお問い合わせください。
ドコモ総合問い合わせ先：
0120-800-000 ＊携帯電話、
PHSからもご利用になれます。
【Blue t oo th/ Wi-Fi（ WL AN）機器との電波干渉について】 Blue t oo th機器と無線L AN
（IEEE802.11b/g/n）
は同一周波数帯
（2.4GHz）
を使用するため、
Bluetoothを搭載した機器
の近辺で使用すると、
電波干渉が発生し、
通信速度の低下、
雑音や接続不能の原因になる場合
があります。
この場 合 、次の対 策を行ってください。 ● F - 0 2 G 本 体やワイヤレス接 続する
ワイ
Bluetooth機器は、
無線LANと10m以上離してください。●10m以内で使用する場合は、
ヤレス接続するBluetooth機器の電源を切ってください。
【Wi-Fi（WLAN）機器使用上の注意事項】本体に内蔵の無線LANを5.2／5.3GHzでご使用になる
場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれません。

「急速充電2」
について

「急速充電2」
とは、端末本体画面上で「充電してください」の表示が出たタイミングから画面点灯
OFF状態にして充電を開始して60分で1800mAh以上充電でき、
かつACアダプタ 04使用時と比
が必要です。
較して125％以上の効率化が満たせる充電機能のことです。＊ACアダプタ 05（別売）

防水／防塵性能について

＊IPX5/8の防水性能。IP5X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。F-02GにおいてIPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深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（外部接続端子カバーおよび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）。＊IP5X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F-02G本体を8時間入れてかくはんさせ、取
り出したときに通信機器の機能を有し、
かつ安全を維持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。
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ご利用にあたってのご注意
●F-02G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 - 0 2 G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-02G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-02G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-02G本体の動作が不安定になったり、
お客様の位置情報やF-02G
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-02G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。●一部の機種において、
その本体に
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Xi/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。

◎
「VoLTE」
ロゴ
「FOMA」
「Xi/クロッシィ」
「 iモード」
「spモード」
「おサイフケータイ」
「エリアメール」
「WORLD WING/ワールドウイング」
「 iアプリ」
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。 ◎Google、Android、
YouTubeTMおよびYouTubeTM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
Alliance 、
Wi-Fiロゴ、
Wi-Fi CERTIFIED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。◎
「Exmor RS
for mobile」
および
「Exmor RS for mobile」
ロゴはソニー株式会社の商標です。◎Bluetooth
Smart Readyとそのロゴマークは、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。◎aptXとそのロゴはCSR社の登録商標です。◎Corningと
Gorillaは、
Corning Incorporatedの登録商標、
Native Damage Resistanceは、
同社の商標です。
◎
「サクサクタッチパネル」
「プライバシーモード」
「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。◎「NOTTV」は、株式会社mmbiの商標
または登録商標です。◎「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。◎DiXiMおよびDiXiM
ロゴは、株式会社デジオンの登録商標です。◎Dolby、Dolby Audio、
ドルビーおよびダブルD記
号は、
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。Dolby AudioはDolby Audio P1の技術を使用しています。◎Facebookおよび
Facebookロゴは、Facebook,Inc.の商標です。◎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。
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OPTION

SPEC

F-02G 本体付属品

F-02G 主な仕様

○ F-02G本体 ○ 卓上ホルダ F47（アタッチメント F47A、
アタッチメント F47B）
○ クイックスタートガイド

F-02G オプション

○ アンテナ付イヤホンケーブル F01※1
○ PC接続用USBケーブル T01
○ ワイヤレスイヤホンセット 02／03
○ 骨伝導レシーバマイク 02
○ 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 03／04／05

○ ACアダプタ F05／F06
○ DCアダプタ 03／04
○ 海外用AC変換プラグCタイプ 01※2
○ microUSB接続ケーブル 01※2
○ L-03Eセット〈Black〉
○ L-02Fセット〈Black〉
○ SmartTV dstick 01

サービス／機能対応表
通信速度※1

VoLTE対応※3

クアッドバンドLTE※4対応

Wi-Fi

Xi：150Mbps/50Mbps※2
FOMAハイスピード：14Mbps/5.7Mbps

○

○

○

防水／防塵
IPX5/8※5／IP5X※6
ワンセグ／ フルセグ※8
○／○
NOTTV※9
○

テザリング同時接続数
Bluetooth※7
おサイフケータイ
（Wi-Fi/Bluetooth/USB）
○
○
10台／5台／1台
エリアメール
WORLD WING
赤外線通信
○
○
○
GPS／オートGPS 急速充電※10／急速充電２※11 非常用節電モード※12
○／○
○
○／○

※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。ベストエフォート形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。Xi対応エリアについて、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認くださ
い。※2 東名阪の一部に限ります。※3 高音質通話、ビデオコール等に対応。※4 Xiエリア内において2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHzのXi周
波数に対応。※5 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。F-02GにおいてIPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深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。※6 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μ
m以下の塵埃（じんあい）が入った装置にF-02G本体を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに通信機器の機能を有し、かつ安全を維持するこ
とを意味します。※7 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。※8 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、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・フル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。 ※9 視聴は有料となります。
「NOTTV」の放送エリア内にて視聴いただけます。詳細はNOTTVオフィシャルサイトにてご確認ください。(http://www.nottv.jp/) ※10「急速充
電」とは、端末本体画面上で「充電してください」の表示が出たタイミングから画面点灯OFF状態にして充電を開始して60分で1200mAh以上充電
でき、かつACアダプタ 03/DCアダプタ 03使用時と比較して125%以上の効率化が満たせる充電機能のことです。ACアダプタ 04（別売）/DCアダ
プタ 04（別売）が必要です。※11「急速充電2」とは、端末本体画面上で「充電してください」の表示が出たタイミングから画面点灯OFF状態にして
充電を開始して60分で1800mAh以上充電でき、かつACアダプタ 04使用時と比較して125%以上の効率化が満たせる充電機能のことです。AC
アダプタ 05（別売）が必要です。※12 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。
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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その他の機能

＊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。 ※1 NOTTV視聴／録画時のみ、外部アンテナとしてご利用になれます。 ※2 F-02G本体と接続
するには、ACアダプタ 03との接続が必要です。

サイズ（H×W×D）
約144×74×9.4 mm（最厚部：10.9mm）
質量
約166g
連続待受け時間
LTE：約720時間 3G：約860時間 GSM：約660時間
連続通話時間
LTE：約1400分 3G：約1180分 GSM：約980分
バッテリー容量
3500mAh ＊着脱不可
ディスプレイ
約5.2インチ IPS液晶
ディスプレイ解像度
WQHD（1440×2560）
カメラ
アウトカメラ：約2070万画素 CMOS インカメラ：約210万画素 CMOS
CPU
MSM8974AB 2.3GHz クアッドコア
OS
Android 4.4.4
外部メモリ
microSD／microSDHC／microSDXC（最大128GB）
内蔵メモリ
RAM：3GB ROM：32GB
防水／防塵
○（IPX5/8）／○（IP5X）
spモード
○
FOMAハイスピード／Xi
○／○（700MHz/800MHz/1.5GHz/1.7GHz/2.0GHz）
Wi-Fi
○（IEEE802.11a/b/g/n/ac）2.4GHz/5GHz、Hotspot2.0対応
HFP、HSP、DUN、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、
Bluetooth
○4.0
PBAP、HDP、PASP、ANP、TIP、PXP、FMP、HOGP、PAN
GPS/GLONASS
○／○
F- 02G の操作および本カタログのお問い合わせ先
富士通株式会社 モバイルフォン事業本部 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

本カタログの内容は2014年10月現在のものです

DC001038 2014.10
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。
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