F-02H

永く、続く美しさと、
“ 一 瞬 ” で できる 感 動 をあ な た に 。

したい瞬 間が 、
できた瞬 間になる。

ありのままを
伝えられたら、
絆はもっと強くなる。

すべてにおいて、心地よい、
「あなたに寄り添うスマートフォン」
へ。
arrowsが、
これからもずっと、
あなたとあなたの生活を一歩未来へお連れします。

いつもの毎日が 、
ちょっと未 来になる。

守られるほど、
人はもっと
自由になれる。

さらなる進化で、より快適な生活をサポート。 ヒューマンセントリックエンジン® 。
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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。
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“ 一瞬 ”と いう感 動と、ずっと続く美しさ。
永く、続く美しさと、“一瞬 ”でできる感動をあなたに。

F-02H

やりたいことがすぐできる、虹彩認証＆
高速ハイブリッドオートフォーカスカメラ搭載。
3

キズに強い。使い 方が広がる。
ノテクフ
ハードアルマイト＆ ナノテク
ファイバー採用。

＊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、
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」

黒が冴えわたる美しい大画面ディスプレイ。
電池３日持ち*で安心して使える。

その他アプリの利用など、約187分間／日の利用。充電中のアプリ利用時間を含む）があった場合の電池の持ち時間です（NTTドコモ調べ）。
をご確認ください。 ※iモード®には対応しておりません。 ※掲載の内容はAndroid™5.1バージョンの内容です。 ※画像はイメージです。
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Design

テクノロジーを強さと美しさで 包みこむ。
内に秘めたテクノロジーを、洗練されたファイバーの素材が包みこむ。
それは、美しく、そして心地よいスマートフォンの新しい姿になる。
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「ハードアルマイト」その輝きを永く、美しく。

レース用バイクのブレーキなどの過酷な環境下でも耐えうる、
高い硬 度と耐摩擦性を持つ金属処理「ハードアルマイト」に加え、
高級感を醸し出すダイヤカット加工により、強さと美しさを演出します。

Head Line

Fiber Body

金属パーツにハードアルマイト
処 理を採 用し、強さと洗 練さ
れた美しさを両立しました。

3色ともに美しい織柄の
ナノテクファイバーで本
体を包みこみました。

Iris Green

Black

White

※画像はイメージです。
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S e curit y
こうさい

アイリス パスポート

画 面を見るだけで瞬間認証 。虹 彩認証「I ris Passport」
速い
3Stepでロック解除。使いたいとき、すぐ使える。
虹彩認証「Iris Passport（アイリス パスポート）」

指で画面をタッチ＊するだけで画面が点灯。
「タッチ、見る、使える」のカンタン
3Stepで手軽に使えます。
＊あらかじめ
「タッチでON」
の設定が必要です。

タッチ

見る

使える

画面ON

認証

ロック解除

こんなとき便利！
・ お風呂で手が濡れているときにも
・ 会議中、机に置いていても
・ 手袋をはめたままでも
・ 手がふさがっているときも

ロック解除も画面を見るだけ。
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操作しづらい移動中にも

料理中、
レシピを見るときも

※画像はイメージです。
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S e curit y

賢い

便利
チケット予約やショッピングサイトもラクラク。

使うほど認証精度アップ。

パスワードマネージャー連携 ＊

学習機能

ID・パスワードは、画面を見るだけで自動入力。ログインもカンタンです。

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。

＊あらかじめ設定が必要です。

一般的なショッピングサイトにログインする場合
ショッピング

見られたくないメッセージやアプリも隠せる。
プライバシーモード

ショッピング

○○○○○○@gmail.com

今までの
約1／4 のステップで
ログインできる！

パスワードマネージャーが
ID・パスワードを記憶し自動入力＊してくれる。

ブックマークやアプリ＊1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 ＊2 。予測
変換の切り替え＊3も可能です。
＊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。※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。

＊一部サイトでは自動入力できない場合が
あります。
アプリは自動入力できません。

Webのログイン・決済も画面を見るだけでラクラク。
ドコモサービス対応

宅 配ピ ザの購 入やソーシャル
ゲーム、電子書籍の購入、お気
に入りの曲のダウンロードなど
も、docomo ID・パスワードの
入力が不要です。
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プライバシーモード
OFF時

プライバシーモード
ON時

■プライバシーモード対応アプリ

NX !電話帳・NX !メールをダウンロードすれば、指定した人物に関するドコモ
メールやEメール、電話帳、発着信履歴などの個人情報を非表示にできます。
■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。

※画像はイメージです。
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Camera

撮りたい瞬間にシャッターを切 るだけで美しい写真に。
すぐピントが合うから決定的瞬間を逃さない。
高速ハイブリッドオートフォーカス

富士通独自の「コントラストAF（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。

正確
従来AF

速い

徐々にピントを合わす

コントラストAF
ハイブリッドAF

瞬時にピントを合わす

約 0.14秒
フォーカスを
実現！

位相差AF コントラストAF

暗いところまで
明るく撮れる。

薄型高性能レンズ
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約2150万画素で
細部まで高精細に描写。

見たままの
美しい写真を実現。
風景を撮っているときでも

近くのシャッターチャンスを逃さない

※画像はイメージです。
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Camera
自分好みのこだわりの1枚を残せる。

まるでその場にいるかのような臨場感と美しさ。

マニュアル設定

4K動画撮影＊1＊2

こだわり派のために、
「ホワイトバランス」と「明るさ調整」の設定が可能です。

高精細な4K動画撮影に対応。臨場感と立体感のある、繊細かつ美しい映像
が残せます。MHLに対応し、4K動画の出力も可能です。

ホワイトバランス
（WB調整）

明るさ調整
（露出調整）

ケーキをもっとおいしそうな色合いに

＊1 ご利用中に本体の温度が上昇するとカメラを終了することがあります。＊2 4Kサイズの撮影動画保存は
microSDTMカード
（別売）
の利用をおすすめいたします。※端末外部から持ち込まれたコンテンツについては、
録画フォーマットによっては再生できない場合があります。※MHLケーブルは別売りです。

逆光で暗くなった全体を明るくする

明暗ある写真もファインダーで確認しながら撮影。
リアルタイムHDR（ハイダイナミックレンジ）
大画面テレビに映して、
臨場感のある映像をみんなで楽しむ。

露光時間の違う2枚の写真
を瞬時に合成処理し、逆光
などでもキレイに撮れます。

旅の思い出が、高精細映像で
美しくよみがえる。

自分撮りがもっと楽しく、美しく。
仕上がりを
画面で確認しながら撮影

有効画素数約240万画素インカメラ

広角レンズ搭載なのでグループでも安心して撮影できます。

■わかりやすいシンプルなユーザーインターフェース

シンプルな操作パネルで、初心者でも迷わず使いこなせます。
■暖色フラッシュ／インテリジェントフラッシュ

色味や明るさを自動調整し、見たままに近い、より自然な写真が残せます。
■トーチライト
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真っ暗なシーンで撮影するときにも、ファインダーで被写体を確認できます。

画面のどこを押しても撮影できる
「タッチ
シャッター」
でどんなときもカンタン撮影。

※強制フラッシュONに設定した場合。

※事前の設定が必要です。

「GRANVU（グランビュー）」がインカメラに
も対応。低ノイズの美しい写真を残せます。

※画像はイメージです。
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Transmission

欲しい瞬間に、好きなコンテンツ を高速通信。
マルチコネクション

YouTube™やdヒッツを快適視聴できる。
高速ダウンロード ＆ 高速ストリーミング

富士通独自の技術により、映画や音楽のダウンロードをより短時間で完了。
高速ストリーミングにも対応し、快適に視聴できます。
※ダウンロード、高速ストリーミングの通信速度は、環境により異なる場合があります。

高速ダウンロードでイライラしない。
データを運ぶセッション数を増やすことで、ダウンロード時間を一気に短縮。
高速ダウンロード非対応
1セッションなので
時間がかかる…

arrows NX F-02H
サーバー

安定してつながる
しかも速い

電 波を束ねて
速い

マルチコネクション

PREMIUM 4G
＆

高速ダウンロード＆
高速ストリーミング

安定通信

エムユー マイモ

MU-MIMO
高速通信

複数のセッションで
一気にダウンロード

高速ストリーミングなら待たされずにストレスフリー。
Wi-Fiと3G/LTE回線から、常に速い回線を選んで読み込むことで待ち時間
を解消。独自の高速化技術により、早送り（シーク）をしても待たされず、すぐ
に再生されます。
※対象アプリはブラウザ、Chrome、
dヒッツ、
YouTubeTM、Playムービーに限ります。
※ブラウザ/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。
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※画像はイメージです。
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Transmission

マルチコネクション

PREMIUM 4G & MU-MIMO

通信が途切れにくいから、ストレスなく楽しめる。

快適にコンテンツを楽しめる。

安定通信

LTE高速通信

通信状況に応じてWi- Fiから3G/LTE
回線に自動で切り替え。安定した通信
をキープし、Web閲覧や動画視聴を快
適なスピードを保ったまま楽しめます。

LTE回線の2つの周波数を束ねることで、より高速な通信を実現します。

Wi-Fiをより速く、高品質に楽しめる。
Wi-Fi高速通信

Wi-Fiのアンテナを2本同時に利用する高速通信方式Wi-Fi MIMOに対応。
※Wi-Fi MIMO対応のWi-Fi親機が必要です。

マルチコネクションOFF

■MU-MIMO

データ

ダウンロード中…

Wi-Fi

Wi-Fi MIMOに加え、複数の端末に接続しても速度が落ちにくいMU-MIMO
に対応することで、家族が別々の部屋で同時に快適な通信を行えます。
※MU-MIMO対応のWi-Fi親機が必要です。

Wi-Fi 通信の感度が悪くて
ダウンロードが進まない

MU-MIMO
非対応機種

マルチコネクションON
Wi-Fi 通信の
感度が悪くなると…

遅い…

データの流れ

MIMO
速い♪

データ

Wi-Fiの感度が悪くても
接続エラーなく
動画を快適視聴♪

Wi-Fi
3G/LTEに
自動切り替え接続！
データ

進まない…

MU-MIMO
対応機種

時間を
同時に送信
ずらして
送信
MU-MIMO対応
Wi-Fiルーター

快適！

MIMO

3G/LTE
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※画像はイメージです。
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Safet y

永く、美しいスマートフォンへ。

防ぐ

スマートフォンは、常に傍らにいるパートナー。

より薄く、割れや曲がりに強い。

カバンの中で擦れたり、落としてキズついたり、

割れにくいナノテクファイバー

汚れるシーンも少なくありません。

樹脂に比べ約1.5倍の強度を持つ高耐性素材ナノテクファイバーを採用した
ことで、強度はそのままに、より薄く美しいデザインを実現しました。最新鋭
航空機で最も強度が必要な主翼と胴体の接合部など過酷な使用環境下で
も耐えうる素材により、割れや曲がりに対する強度を高め、いつでも安心し
て持ち歩けます。

愛着の一台を永く美しく使えたら、
あなたとスマートフォンの距離はもっと近づくはず。

※実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。
また、無破損・無故障を保証するものでは
ありません。

arrows NX F-02Hは

従来（F-04G）

素材と技術にとことんこだわって、

arrows NX F-02H

永く、美しく、使えます。

防ぐ
美しさを
永く保つ

ガラス

樹脂

ガラス繊維を織り込んだ
ナノテクファイバーを2層に

「 永く、美しく」を支える
３つのポイント

キズがつきにくく、画面の美しさが永く保たれる。

守る

広がる

優れた耐傷性を備えたディスプレイを採用しました。

日常使いで
キズがつきにくい

MIL規格準拠で
利用シーンが
広がる

Corning Gorilla Glass 3

万が一落としても、
ディスプレイが衝撃を受けにくい。
画面保護フレーム

画面にフチを立てることで、落としてしまっても、画面が直接地面に当たりに
くくなります。
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※画像はイメージです。
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Safet y

守る

広がる

美しさが続くから、さらに愛着が湧く。

様々な場所やシーンで安心して楽しめる。

キズがつきにくいハードアルマイト

MIL規格14項目準拠

バイクのブレーキにも使用

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
使いをはじめ、ビーチや雪山などの様々な環境で、安心してお使いになれます。

最上部と電源キーの金属パーツにキズつき
にくいハードアルマイトを採用しました。

※MIL規格14項目準拠、防水、防塵性能について詳しくはP39をご覧ください。※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。

外力

アルマイト層
アルミ生地

ハードアルマイト

アルマイト層が厚く
キズつきにくい

タフレイヤーコート／
ハイパーダイヤモンドタフコート

背面と側面には、それぞれ優れた耐傷
た耐傷 性
した。
を発揮するコーティングを施しました。

防水
（浸漬） 防水
（風雨）

塩水耐久
ハードアルマイト

高温動作

ぼうじん

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

かがんで胸ポケットから落下

傘を忘れた日の突然の豪雨

天気の変わりやすい寒い山

真夏のビーチで海水をかぶる

ガーデニング中に操作

タフレイヤーコート
ハイパーダイヤモンドタフコート
ハイパーガード層
ダイヤモンド層
カラー層
本体

・ 雪が降る中でのゲレンデからの撮影
・ 川釣りでも海釣りでも濡れた手で操作
・ 駅のホームで人にぶつかっての落下
…etc.
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※画像はイメージです。
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Bat ter y
＊

3日間使える電池持ち。動画も ネットも思う存分楽しめる。
トも思う存
今まで以上に快適な操作が続く。
今まで以上に快適
MSM8992 + NX！Tune

使う人が快適と感じるスピ
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
省エネと高いパフォーマンスを長時間持続します。負荷
が低いブラウジング時はC
が低いブラウジング時はCPUを節約し、高負荷なゲーム時にはCPUをフル
稼働します。
写真を撮る

文字を入力する

ゲームをする

ブラウザを使う

性能

●★

●★

NX!Tuneが最適
チューニング！

●★
●★
● もっとも快適に感じるポイント

★ NX!Tune性能

サッと充電でたっぷり使える。
サッと充電でたっ
電池切れを気にせず、3日間使える＊。
電池切れを気にせず
3390mAhバッテリー ＆ 省電力機能

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。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します。
＊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、
その他アプリの利用など、約187分間／日の
利用。充電中のアプリ利用時間を含む）
があった場合の電池の持ち時間です
（NTTドコモ調べ）。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。

23

急速充電

朝起きて家を出るまでのわずかな時間で充電できるので、
急いでいるときにも便利です。
※
「急速充電」
とは、端末の充電性能としてDC5V 1Aを超えた入力に対応しており、
かつACアダプタ03/DCアダ
プタ03使用時と比較してより速く充電できる機能のことです。※ご利用には
「ACアダプタ04/DCアダプタ04」
「ポータブルACアダプタ 01 kuruko」
「ACアダプタ05」
（別売)が必要です。

■非常用節電モード

災害時などの緊急時に電池を長持ちさせます。

■バッテリーセーバー

画面輝度の抑制やパフォーマンスの制限で電池を長持ちさせます。

※画像はイメージです。
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Display

深く美しい「黒」で、実物を見る ような感動を。
屋外でも色鮮やかに映し出す。
Super Clear Panel

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しました。

高画質動画も、さらに美しい映像で楽しめる。
映像処理エンジン「Xevic（ゼビック）」

富士 通 独自の技 術 が、工学 院 大 学との共 同プロ
ジェクトによりさらに進化し、HD画質以上の動画
コンテンツにも超解像技術を適用可能になりました。
本来持つ
ディテールを
しっかり再現！

フルHDを凌駕する臨場感を大画面で。
約5.4インチWQHDディスプレイ

HDディスプレイ4台分の解像度を1台分に凝縮。高画素密度548ppiだから
高精細で本物のような質感の画像を楽しむことができます。

「黒」が美しいから、グッと引き込まれる。
IPS-NEO™

より深い黒と自然な発色を実現する高画質な液晶ディスプレイ技術を採用。
ハイコントラストな高画質を楽しめます。
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通常

超解像

どんな環境下でもキレイな色味のまま楽しめる。
インテリカラー

様々な環境光のもとでも、
ディスプレイが同じ色味に見えるよう自動調整します。

※画像はイメージです。
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Human Centric Engine

あなた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」
。
ライフログ
ライフログ
最適な使いやすさ

普段の行動に合わせて、快適ナビゲーション。
アシストナビ

ライフスタイルサポート

快適な文字入力
P31へ

毎日の行動履歴を学習して目的地を推測。検索する手間やストレスがなく、
最適なルート・到着時間がわかります。

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。
大切な情報を守る
P7へ

省電力をサポート
P23へ

・ 駅にいたら
「乗換案内アプリ」
を表示。
・ 旅行先で夜になると
「スッキリ目覚まし」
を表示。
※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。

駅でよく使う
アプリをアシスト！

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。
27

※画像はイメージです。

28

Human Centric Engine

見ている間は画面が消えない。

最適な使いやすさ

持ってる間ON

本体を持っている間、画面を見つめている間は
常にON状態を保ちます。

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

いつも正しい向きで表示。

屋外にいることを検知し、輝度とコントラストを自動調整します。

あわせるローテーション

暗くて
見づらい

画面が明るいので
見やすい

インカメラが顔の向きを高精度に検出し、正しい
向きで表示します。

心地よくわかりやすいタッチ感。
F- 02H

F- 02H

永く、続 く 美 し さと 、

永く、続 く 美 し さと 、

“ 一 瞬 ” で で きる 感 動 をあ な た に 。

“ 一 瞬 ” で で きる 感 動 をあ な た に 。

Iris green

Black

White

スーパークリアモードOFF時

Iris green

Black

White

はっきりタッチ

キーをタップしたときの反応の速さと、キレのよいフィードバックで心地よいタッチ
感を実現します。

スーパークリアモードON時

雑踏の中でも相手の声が明確に。

ライフスタイルサポート

スーパーはっきりボイス4

聞こえにくい声を強調し、受話音の「こもり感」
「軽さ」も自動調整します。

健康管理に役立つ。
My Tracker（マイトラッカー）

騒音を検知して自分の声をクリアに。
スーパーダブルマイク

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。
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日々の歩数や活動量、睡眠状態 ＊などを記録する
ことで、生活習慣を見直せます。
＊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
※睡眠状態を測定するときは、電池残量が十分なことを確認の上、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。

※画像はイメージです。
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Input System

思いをより強く、正しく伝えられ る。
直感的に操作できるので編集がカンタン。

かしこい変換で
すいすい文字入力。

磨き抜かれたユーザーインターフェース

Super ATOK
ウルティアス

ULTIAS

各操作の表示が見やすいので
コピー＆ペースト
（貼り付け）
もあっという間。

扱いやすい
大きなつまみ

次の動作を
すぐ近くに表示！

「なぞってコピー」
で画像の文字をカンタンにコピーできる。

操作性への
徹底的なこだわりが生んだ

入力したい文字が
思いのままに入力できる。

磨き抜かれた
ユーザー
インターフェース

プレミアム
サクサク
タッチパネル
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。

長文でも、すいすい文字入力。
Super ATOK ULTIAS

流行の言葉が自動的に辞書に追加され、常に最新ワードを変換できるので、
コミュニケーションも弾みます。さらに、よく使う単語をユーザー辞書に単語
登録する際は、範囲を選択するだけのカンタン操作です。
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思いのままに文字入力できる。
プレミアムサクサクタッチパネル

ノイズを低減することで、ストレスなくサクサク文字入力できます。

※画像はイメージです。
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Connectivity

Audio & Function

機器連携で、さらに楽しく。

高品質、高機能を快適に。

大容量データを一瞬で交換できる。

CDよりも高音質なサウンドが楽しめる。

TransferJet™

高速375Mbps

スマートフォンをかざすだけで、動画や写真を瞬時に
シェアできます。さらにPCやSDカードとも連携が可能
で＊、大容量のデータをカンタンに転送できます。

（実効最大）

ハイレゾ音源対応

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。
※ハイレゾ音源、ハイレゾ対応機器が必要です。

＊対応製品が必要です。※F-02HのTransferJet機能は、
日本国内かつドコモ
nanoUIMカードを挿入した場合に限りご利用になれます。
ドコモnanoUIMカード
を挿入していても日本国外にいる場合、
日本国内でもアンテナ表示が圏外の場
合は、TransferJet機能はご使用になれません。※TransferJetの通信速度はご使用になる製品の組み合わせ
により異なる場合があります。※TransferJetによるデータ転送は、
対応機器同士に限ります。

臨場感あふれるサウンドに包まれる。
Dolby ® Processing

自分好みの設定で、高品質なオーディオ機器のようなサウンドを楽しめます。

外出先でもHD画質で録画番組を楽しめる。
イヤホンを挿せば、音楽・動画系アプリを表示。

SeeQVault™（シーキューボルト）

SeeQVault対応およびSDカード書き出し対応レコーダーから、TransferJet
やmicroSD＊1経由でHD画質のまま録画番組を持ち出せます。
＊1 対応機器に限ります。＊2 SeeQVault対応および、SDカード書き出し対応レコーダーにmicroSDカード・
スロットが付いていない場合は、microSDからSDカードへの変換アダプタが別途、必要となります。

SeeQVault
対応レコーダー

SeeQVault対応
microSD ＊2
にダビング

カンタン転送！
SeeQVault対応
TransferJetアダプタ
（別売）

■DLNA® 連携（DTCP-IP/DTCP＋対応） Wi-Fiを介して録画番組を持ち出せます。
■MirrorLink カーナビでスマホの音楽や写真を楽しめます。
■FMトランスミッター スマホで再生中の音楽をカーオーディオで楽しめます。
● MHL
● ANT＋対応
● Miracast
● Bluetooth ® 4.1
● シアターモード
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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。

挿入

かざすだけの
TransferJet持ち出し対応
レコーダー（発売予定）
なら

イヤホンランチャー

地デジの高画質を録画でも楽しめる。
フルセグ

アンテナを内蔵しているので、ハイビジョン放送（フルセグ）を手軽に楽しめます。
※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。※受信状態をよくす
るために、
ご利用時にはアンテナを十分伸ばしてください。
また、
アンテナの向きを変えたり、
場所を移動したりすること
で受信状態がよくなることがあります。※ワンセグ・フルセグサービスの詳細、
地上デジタル放送の放送エリアの目安
については、
一般社団法人デジタル放送推進協会のホームページ
（http://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。
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Useful Function

快適に使いこなすための、
さらな る機能&性能。
片手で指が届かない箇所を操作可能。

arrowsを、より便利に使っていただくために。

スライドディスプレイ

arrowsオススメ

画面を下方向に移動、さらに左右に
寄せることで、指の届かなかった部
分も片手でラクラク操作できます。

片手操作でも
押せる場所に移動

a r r o w s の 特にオススメする 機 能をわかりやすく説 明します。設 定まで
サポートしているので気に入った機能はそのまま利用することができます。

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

スワイプ操作をするだけでカンタン
に起動し、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ます。

arrowsオススメ
画面に手書きで
メモやマーカーを
付けられる

＊画面によってはキャプチャできない場合があります。

虹彩認証体験

アシストナビ

ULTIASオススメ

手袋をしたまま操作できる。
手袋タッチ

指でのタッチか手袋でのタッチかを自動的に判別します。
※事前の設定が必要です。
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。

カンタンに画面をOFFできる。
タッチでOFF

OFFボタンを押すだけで、電源キーを押すことなく画面をOFFにできます。
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好みのアイコンデザインを選べる。
アイコン変更

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できます。
※ホームアプリが
「NX！ホーム」
のときにホーム画面のみで利用可能です。

※画像はイメージです。
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ドコモのサービス
ドコモの強いネットワークが実現する音声通話サービス。
VoLTE（ボルテ）
に対応

安定した通話に加えて、
高 音 質 通 話：ドコモのLTEネットワークを活用することで、
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カンタンに切換えることが可能。

富士通オリジナルサイト
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

［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
●

●

●

●

●

※ドコモのVoLTE対応機種同士で、
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。WORLD WINGでの利用
可能エリアは、
ご利用の機種によって異なります。※詳しくは
「ドコモのホームページ」
でご確認ください。

初回７日間無料！＊1＊2 定額で楽しめる3つのサービス
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 ＊3
＊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
利用規約などをご確認ください。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。＊2 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。＊3 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
国内外の映画、
ドラマ、
アニメなど約12万作品が月額500円＊で見放題！
新作レンタルも！

［登録方法］ ① YouTube（上に記載のサイト）
へアクセス
※すでにログインしている場合は、手順⑤からご確認ください。

②Googleアカウントで
ログイン

③トップページの検索窓から
「FujitsuMOBILE」
で検索

⑤チャンネル登録の
ボタンをタップ

⑥「登録済み」
と表示されると
登録が完了

④FujitsuMOBILEの
チャンネルをタップ

dマガジン
多彩なジャンルの人気雑誌150誌以上が月額400円＊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。

dヒッツ
最新楽曲から懐かしの名曲まで、
ヒット曲満載の約1,000プログラムが聴き放題！
好きな曲を選んで好きな時に視聴できる
「ｍｙヒッツ」
や歌詞も楽しめます。
＊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。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
が必要です。spモード契約
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］
「docomo ID」
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。
予告なくコンテンツの配信が
【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、
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、
「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
あらかじめご了承ください。
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。
※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。
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※画像はイメージです。
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Facebook、
Twitter公式アカウント
FujitsuMOBILE

＠Fケータイ応援団
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/

https://www.facebook.com/fujitsumobile
https://twitter.com/fujitsumobile

arrows ＠

らくらくコミュニティ

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！

趣味や生活に役立つみんな
のクチコミ、面白い情報が満
載。
ご利用はすべて無料！

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

http://community.fmworld.net/

MIL規格14項目準拠について
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。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状
況での動作を保証するものではありません。
また、無破損・無故障を保証するものではありません。

防水（IPX5/IPX8）
・防塵性能（IP6X）について
お風呂やキッチンなどの水まわり、海やキャンプな
どのアウトドアでも快適に使えます。
※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、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）。 ※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
F-02H本体を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、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。
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ご利用にあたってのご注意
●F-02H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-02H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-02H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-02H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-02H本体の動作が不安定になったり、
お客様の位置情報やF-02H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-02H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。

◎
「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、
Google Chrome、
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 CERTIFIED™、
WPA™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。 ◎
「Exmor RS for mobile」
ロゴ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。◎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。◎
「サクサクタッチ
パネル」
「あわせるボイス 」
「プライバシーモード」
「Human Centric」
「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。 ◎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、
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。 ◎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。
◎「IPS-NEO™」
「 Pixel Eyes™」は、株式会社ジャパンディスプレイの商標です。 ◎SeeQVaultおよび
SeeQVaultロゴは、NSM Initiatives LLC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。

※画像はイメージです。
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Spec
主な仕様/機能/サービス一覧表
サイズ
質量
OS
CPU

高さ約154 幅約75 厚さ約7.9mm（最厚部：約8.3mm）
約167g
Android™ 5.1
MSM8992 1.8GHzデュアルコア＋1.4GHzクアッドコア
内蔵
RAM 3GB／ROM 32GB
メモリ
＊1
外部
最大200GB（microSD／microSDHC／microSDXC）
バッテリー容量
3390mAh ※着脱不可
連続待受時間
LTE：約540時間 3G：約610時間 GSM：約460時間
連続通話時間
LTE：約1370分 3G：約960分 GSM：約860分
ディスプレイ
約5.4インチ WQHD IPS-NEOTM液晶 Pixel EyesTM
有効画素数 約2150万画素 CMOS 高速ハイブリッドAF
アウトカメラ
カメラ
有効画素数 約240万画素 CMOS
インカメラ
（広角）
VoLTE対応
○＊2
PREMIUM 4G
○＊3
Wi-Fi
○（IEEE802.11a/b/g/n/ac）2.4GHz／5GHz＊4、MU-MIMO対応、ビームフォーミング対応
docomo Wi-Fi
○
テザリング同時接続数
Wi-Fi 10台 Bluetooth 5台 USB 1台＊5
＊6
Bluetooth
○
（4.1）
赤外線通信
○
FMトランスミッター
○
TransferJet
○
防水／防塵
IPX5/8／IP6X＊7
ワンセグ／フルセグ
○／○＊8
急速充電（ACアダプタ04/05）
○＊9（○／○）
○
（虹彩認証）
生体認証
○＊10非常用節電モード
非常用節電機能
○／○
GPS/GLONASS
○
おサイフケータイ
○
エリアメール
○
WORLD WING
○
NOTTV
＊1 外部メモリはすべての動作を保証するものではありません。＊2 高音質通話、
ビデオコール等に対応。＊3 LTE-Advanced
エリアは一部地区に限ります。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。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。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。＊4 802.11nのみ対応。＊5 Wi-Fi/USB接続とDUNプロファイルを使ったBluetooth
接続は併用できません。＊6 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。＊7 防水・防塵についてはP39
をご覧ください。＊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。＊9「急速充電」
とは、端末の充電性能としてDC5V 1Aを超え
た入力に対応しており、かつACアダプタ03/DCアダプタ03使用時と比較してより速く充電できる機能のことです。ご利用には
「ACアダプタ04/DCアダプタ04」
「ポータブルACアダプタ 01 kuruko」
「ACアダプタ05」
（別売)が必要です。＊10 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。
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Option
F-02H 本体付属品
○ F-02H本体 ○ 卓上ホルダ F52（アタッチメント F52A、
アタッチメント F52B）
○ クイックスタートガイド

F-02H オプション
○ ワイヤレスイヤホンセット 03／04
○ 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
○ DCアダプタ 03／04
○ 海外用AC変換プラグCタイプ 01＊

○ 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〉
○ SmartTV dstick 01
○ 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-02H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。

F-02H 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

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

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。

本カタログの内容は2015年10月現在のものです

DC001265 2015.10
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。

42

F-02H

永く、続く美しさと、
“ 一 瞬 ” で できる 感 動 をあ な た に 。

