
ハイスペックを
このSweetデザインに。
美スマートフォン
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輝くイルミネーションに、愛らしいスマホピアス。
心ときめく華やかなデザインでありながら、
旬のスペックをリッチに詰めこみ、機能もよくばりました。
見た目だけじゃ満足しない、こだわり女子待望の一台です。

F-03E

F-03E with

ハイスペックをこのSweetデザインに。 美スマートフォン
び

ARROWS全機種に搭載のヒューマンセントリックエンジン®で
一人ひとりに合った使いやすさを実現！

※防水性能IPX5/8に対応。ご使用の際はリアカバーやキャップ（外部接続端子カバー）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）。 ※防水については、P23、P29をご覧ください。
＊iモードには対応しておりません。spモードでiモードのメールアドレスが使用できます。詳しくはP25をご確認ください。＊掲載内容は AndroidTM 4.0バージョンの内容です。 ＊「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。

毎日がもっときらめく、
華やかデザイン＆イルミネーション

速い！ カンタン！ 極上の一枚が撮れるカメラと
心ときめく多彩なコンテンツ

可愛いだけじゃない、よくばりハイスペック

1.5GHzデュアルコアCPU サクサクタッチパネル®

JILLSTUART 
スペシャルモデル

21 ＊画像はイメージです。



ItemsItems

オリジナルパッケージ メッセージカード オリジナルワイヤレスチャージャー

20代の女性に絶大な人気を持つ「JILLSTUART」。INNOCENT×CUTE×PRETTY×SEXYを
キーワードに、ジュエリーやハンドバッグ、コスメ、そしてファッションと、女の子らしいかわ
いらしさを意識したデザインに定評のあるブランドです。

とは

JILLSTUARTコラボレーションモデルにふさわしい、モダンでヴィンテージ
なピンクを基調にデザイン。背面のさり気ないグラデーションが、上品で甘い
印象を引き立てます。JILLSTUARTファンだけでなく、甘いピンクに惹か
れる女性にもぴったりです。

オリジナルミニポーチや
オリジナルタッチペンを
はじめ、JILLSTUARTの魅
力がいっぱいつまったか
わいいアイテムをご用意
しました。

ContentsContents

オリジナルミニポーチ オリジナルタッチペン

ロックパターン画面 デコメ絵文字®

オリジナルスタンプ

JILLSTUART 
Beautyアプリ 壁紙

香水瓶やパンプスなど、JILLSTUARTの一押しアイテムを、イヤホンジャックに挿
しておしゃれに使うスマホピアスのモチーフに。3種セットで付属しています。ま
た、イヤホンは甘いピンクのカラーにJILLSTUARTのロゴ入り。すべてこのモデル
だけのスペシャルアイテムです。

JILLSTUARTのスマホサイトにつながるアプリをはじめ、スイートなムードを漂わせる
スペシャルコンテンツをプリインストール。使うたびキュンとなるかわいさで、毎日を
ハッピーにしてくれます。

女ゴコロをときめかせる
オリジナルイヤホン＆スマホピアス

Special
Model

ItemsItems

withF-03E

その日の気
分で

3つのスマ
ホピアスを

使い分け!
!

43 ＊画像はイメージです。



サラサラコートディスプレイ
ディスプレイには、指紋や皮脂が目立ちにくいコーティングを採用。キレイな画面
でスマートフォンを楽しめます。

異なるカラーの組合せ
が美しいダブルフレーム
に、裏面はキラリと輝く
ジルコニアとリングデザ
インがアクセント。どこか
ら見ても魅力的な外観
です。

イルミネーション
23種類のカラーと9種類のパターンから自由に選べるイルミネーション。着信や
メール受信などを、華やかな光で演出してくれます。

＊イルミネーションは周囲が暗い場所で光ったときのイメージです。

＊上記スマホピアスとタッチペンは、Innocent White、Powder Mintに同梱されます。

イヤホンジャックに
挿してスマホをかわ
いくコーディネート。
上品なリボンのモ
チーフで、オトナか
わいい印象を与え
ます。

スマホピアス
ブラウザでリンク先
を選ぶときなど、細
かい部分も正確に
タッチ。ネイルをし
ていても操作が確
実に行えます。

プレミアムタッチペンきらめくデザインで、心ときめく毎日へ。

Powder Mint

ウルトラタフガードplus
傷がつきにくく美しいボディを保ってくれるコー
ティングをしています。物でいっぱいのカバン
に入れても安心。指紋もつきにくく、上質で美し
い外観で使い続けられます。

カラーA層

カラーB層

本体

ウルトラタフガードplus

ダブルフレーム ジルコニア

Blush Pink

Innocent White

美しく使いやすいデザイン＆フォルムと個性豊かなカラーバリエーション。
イルミネーションやアイテムなど、細やかなこだわりが毎日を彩ります。

JILLSTUART
スペシャルモデル

65 ＊画像はイメージです。



かわいいだけじゃない。こだわりの旬な スペックがいっぱい！

超高速処理を可能にする「1.5GHz
デュアルコアCPU」と指先にしっか
りついてくる操作感の「サクサク
タッチパネル」を採用。長文メール
の作成や画像の多いファッション
サイトのチェック、ブログの更新な
どもサクサク快適に行えます。

1.5GHzデュアルコアCPU＆「サクサクタッチパネル」

ワイヤレスチャージャー（同梱）に置くだけで、カンタンに
充電できる「おくだけ充電」に対応。動画視聴にぴったり
なスタイルなので、充電しながらワンセグや「ＮＯＴＴＶ」
を楽しめます。さらに「急速充電」にも対応しているので、
約30分で50%まで※２充電可能。うっかり充電を忘れてし
まった朝にも重宝すること間違いなしです。
＊「おくだけ充電」とは、WPCの規格に準拠したドコモのワイヤレス充電機能のことです。
※1 「急速充電」とは、端末上で「充電してください」の表示が出たタイミングから充電を開始して、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）が必要です。また、同梱するワイヤレスチャージャーとの
併用はできません。※２ 充電のお知らせが表示されてからすぐに充電を行った場合。

ラクチン！「おくだけ充電」とスピーディーで便利！「急速充電※１」

スマホ向け放送局ＮＯＴＴＶに対応

ワンセグの約10倍の美しさで番組を楽しめる「ＮＯＴＴＶ」に対応。ニュースやドラ
マ、音楽など、多彩なジャンルの番組やコンテンツが手にしたその日から楽しめま
す。同じ画面上でSNSを利用できるので、感動や興奮を友達や家族と共有できます。
＊「NOTTV」は株式会社mmbiが番組・コンテンツを提供する、放送サービスです。＊本サービスの
ご利用には、NOTTV（420円/月）へのお申し込みが必要です。＊「NOTTV」のご利用に際しては、
パケット定額サービスに加入されることを強くお勧めします。＊「NOTTV」はモバキャス放送エリア内
で視聴できます。詳しくはNOTTVオフィシャルサイトでご確認ください（www.nottv.jp/）。エリア内で
あっても利用環境などにより、視聴できない場合があります（「モバキャス」はV-Highマルチメディア
放送の総称です）。

大容量メモリで、好きな番組をたっぷり保存！

8GBの内蔵ROM＆16GBのmicroSDHCTMカード付属で、コンテンツをたくさん保
存できます。毎週欠かさずチェックしているドラマやお気に入りの音楽を、好きな
とき好きな場所で楽しめます。

※1　ワンセグ録画（240p、315kbps想定）で1時間番組として。
※2　1枚2.3MBとして。
※3　1曲128kbps、5MB想定。＊16GBのmicroSDHCにフルに保存した場合。

見ごたえ充分の

連続ドラマは105※1話分！
写真はなんと7123※2枚！
音楽だって3200※3曲
　　　　　　　　　　も入っちゃう!

超高速通信「Xi」に対応

＊受信時最大100Mbps、送信時最大37.5Mbpsは、東北、信越、北陸、四国、沖縄の一部に限りま
す。対応エリアの詳細は「ドコモのホームページ」でご確認ください。＊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。

受信時最大100Mbps（送信時最大37.5Mbps）で、スピーディーにつながる「Xi」
に対応。見たかった長編映画やお気に入りのアーティストのプロモーションビデ
オなど、大容量コンテンツも快適に楽しめます。

ノッティーヴィー

87 ＊画像はイメージです。



彩りあざやかな料理を写すときは、赤みを強調してよりおいしそうに。自然の風景
や街並みを撮るときは、メリハリをきかせてよりシャープな印象にするなど、難し
い設定なしで感じたままの美しさを残せます。

パーフェクトチューニングで色鮮やかな写真を

「裏面照射型CMOSセンサー」と、高感度や低ノイズ化をかなえる「Milbeaut® 
Mobile」によって、暗い場所でもキレイに撮影。結婚式やデートなどで大活躍です。

高性能フォト技術で、薄暗いところでもくっきり！

発色
良く
鮮やか

に。

毛並みまでくっきりと。

明るく
彩り豊か

に。

ほんの
りピンク

で

明るく健
康的な肌色に。

撮った写真やワンセグ、「ＮＯＴＴＶ」や動画コンテンツを豊かな色調で再現。大
好きな映画や思い出の写真などを、より自然な仕上がりで楽しむことができます。
撮影だけでなく、鑑賞もキレイにこだわりたい方にぴったりです。

美しさにこだわる人の、「高性能画像処理エンジン」

髪一本一本の
質感がつぶれ気味

輪郭にノイズが
出て、ぼやけ気味

従来

輪郭がクッキリ
なめらかに

ノイズの発生を
抑えてキレイに表現

F-03E

映像ごとに自然な色の仕上がりに！
艶のあるコントラストとなめらかな補正で、映像をくっきり再現！
輪郭をくっきり補正し、ボケ感やギラつきを抑制！
画像上のノイズを適切に抑制し、クリアで美しい映像に！

ピンチイン、ピンチアウトで、ズーム操作が可能。もちろんズームしても画像
は粗くならず、キレイに撮影できます。オートフォーカスですばやくピントが
合うのでスムーズに撮影ができます。

「ピンチインアウトズーム」で、らくらくズーム！

起動も撮影の間隔も、約0.5秒※の高速レスポンスを実現。
ロック画面のカメラアイコンから即起動できるので、撮りたい
瞬間を逃しません。また、新たに音量キー（上側）でもシャッター
が切れるようになったので、片手で撮影できて便利です。

撮りたい瞬間を逃さない、「高速起動＆レスポンス」

※撮影設定条件により、起動時間、撮影間隔が長くなる場合があります。

写真に
メリハリ。

色をぱっきりと出し

シャッターが
切れる！

800万画素＆高性能の　　　 で、心ときめく瞬間をキレイ撮り！

109 ＊画像はイメージです。



「盛りフォト」で、ネイル写真にもっとキラメキ！ 「スーパー夜景モード」で、夜の幻想的な風景を再現！

夜景撮影で起こりやすい
手ブレとノイズを抑え、イ
ルミネーションに輝く街並
みなどを美しく残せます。

「パノラマ撮影」もカンタン

シャッターボタンを押し、表示されるガイドに沿って水平移動させるだけでパノ
ラマ撮影が可能に。大勢で行く旅行でみんなで撮る時などにも便利です。

写真をデコれる「盛りフォト」にハンドモードを新たに搭載。ネイルの写真が明る
く艶めく印象に。お任せモードと自分で好きな色合いに調整できる2つのモード
をご用意。スタンプやフレームなどのらくがきを使えば、思わず周りにシェアした
くなる、きらめく写真を手軽に仕上げられます。

人物を撮った時は、アイラインやアイシャドー、チークなど、メイク機能も充実。
柄ペンを新たに搭載。ラメやドットなど、48種類から自由に柄を選べます。

元画像 ハンドモード＋らくがき

クロマキーやトイカメラなど、特殊なフィルター機能を12種類搭載。SNSやブログ
にアップしたくなるような、味のあるかわいい写真や動画が手軽に撮れます。

「アートカメラ」で、個性豊かな表現が楽しめる！

ビビッド モノクロ セピア ダークソフトフォーカス

クロスプロセスアンカラフル ジオラマ トイカメラ 白黒反転

その他の撮影効果▶

クロマキー元画像 魚眼元画像

スーパー夜景モードOFF スーパー夜景モードON

大切な瞬間をキレイに切り撮るカメラ機能がいっぱい！

■フルHDムービー撮影
細部までくっきりキレイに残せる！

■ハイダイナミックレンジ（HDR）合成
最新一眼レフでも人気の機能！

■インテリオートフォーカス
花や顔などに自動でフォーカス！

■ベストショットセレクト
連続写真から最高の一枚を選択！

■自動シーン認識
状況にあったモードに自動で切り替え！

細かい設定をしなくても、
背景を効果的にぼかすこ
とが可能。被写体が浮かび
上がるような印象的なイ
メージで撮影できます。

「ぼかし強調モード」で、一眼レフ並みの表現力を

ぼかし強調モードOFF ぼかし強調モードON

遊び心いっぱいのカメラ機能で、写真や 動画を楽しく、美しく。

1211 ＊画像はイメージです。



「デコメ4000件＆顔文字」で、女子力アップ！

4000件のデコメ絵文字とたくさんの新しい顔文字をプリインストール。デコメ絵文字が
使えないSNSでも、顔文字を使えば、気持ちにぴったりな表現で文章を作成できます。

画面デザインを、女性向けにアレンジ！

いつも目にする壁紙やキースキンなどを、女性のハートを魅了する上質なデザイ
ンでアレンジ。画面を眺めるたび、ちょっぴり幸せな気分になれます。

かわいくデコれる「手書きダイアリー」

毎日の予定や楽しかったことを日記感覚
で書き込めます。写真や文字、かわいいス
タンプでデコれるので、スケジュールを書
き込むのがもっと楽しくなります。

4種類のテンプレートデザイン＆かわいい
フォント、ペン、スタンプ搭載！
スタンプや写真は拡大、縮小、回転も自由。

「オリジナル手書きフォント」をカンタン作成

自分が書いた文字をベースに、オリジナル
フォントがカンタンに作れます。ニュース
やメールなどがオリジナルフォントで表示
されるので、情報収集やメールチェックが
ますます楽しくなります。

＊アプリケーションやWebサイトによっては、フォント
設定が反映されない場合やフォントが正しく表示され
ない場合があります。 ＊Blush Pinkは上記コンテンツに加え、JILLSTUARTオリジナルコンテンツも搭載しています。

可憐でフェミニンなデザイ
ンを含む、5種類のロック画
面をご用意。

■ロックパターン画面
スマートフォンを見るのが
楽しくなる壁紙を9種類か
ら選べます。

■壁紙
手にしたその日から個性
豊かな7種類のキースキン
をお使いいただけます。

■キースキン手書き文字でも書き込めます。
テンプレートは63種類の豊富なデザインから選べます。

手書きやかわいいフォントなど、好きな方法で自由にメモで
きるアプリ。ウィジェットにして壁紙に貼り付けたり、お友達に
送ってみたり、使い方次第で楽しみ方を自由に広げられます。

「手書きメモ」で、メモ書きも女性らしく

かわいくて愛着のわく、手書きアプリやコンテンツも満載。

1413 ＊画像はイメージです。



「NX!input」で手書き入力もOK！

キーボードの上から直接手
書き入力が可能です。文字
の切り替えがいらないので、
文字も記号もサクサク入力
できて便利です。さらに、韓
国語や中国語（簡体字）にも
対応しています。
※spモードメールなど、絵文字に
対応したアプリ使用時には、対応
する絵文字が表示されます。

＊スワイプできる位置は、「スライドイン機能
設定」からお好みで変更できます。

「スライドインランチャー」でらくらくアプリ起動！

スワイプ操作で、よく使うアプリな
どをホームに戻らずに起動できま
す。項目は最大8個まで4パターン
ものランチャー設定が可能です。

スワイプ操作で
ランチャー表示。
カンタンに
アプリを起動！

かなモードのまま
絵文字※を手書き

画数の多い字も
全画面でラクラク入力

長文や話し言葉の変換はもちろん、類義語の提示、敬語・ビジネス用
語・専門用語への対応まで、幅広く文章入力をサポートします。

高性能な日本語入力システム「ATOKⓇ」

画面の端から中央へ指を動かすスワイプ操作で起動し、画面をサッと保存できま
す。メモもできるので、友達に待ち合わせ場所を教えるときなどに便利です。

「キャプメモ」で画面保存＆メモがカンタン！

「ステータスパネルスイッチ」で、すばやくON/OFF切り替え！

画面上部から引き出して表示。全14種類の項目から8個を設定可能。機能の
ON/OFFを、スピーディーに切り替えられます。

●Wi-Fiテザリング ●FMトランスミッタ
●今すぐエコモード ●Bluetooth® 
●公共モード ●機内モード

〈設定可能な項目〉 画面上以外の項目はこちら！

手書きした内容をタッチで訂正することで、使う人のクセを学習。使えば使うほど、
思い通りに文字入力ができるようになります。

「？」を選択

次回から
「？」を優先的に
変換候補として表示！

覚えさせたい
「?」マークを
認識させると…

「?」を入力したい… 予測変換では「て」など
余計な候補も
出てきてしまう…

【手書き文字学習機能】

NX!inputがユーザーのクセを
覚えてくれてどんどん賢くなる!

＊スワイプできる位置は、「スライドイン機能設定」からお好みで変更できます。

富士通駅西口から徒歩約 5 分の “ ア
ローズタワー ” 最上階にあるカフェ
＆ダイニング「アローズ」。素材から
こだわったカジュアルフレンチと種
類豊富なスイーツを気軽に楽しめる
お店です。白を基調にしたシンプル
でエレガントな空間は、女子会やデー
ト、お誕生日会、結婚式などにぴっ
たり！あわただしい日常を少し忘れ
て、上品で楽しいひとときをお楽し
みいただけます。

カフェ&ダイニング

アローズ

富士通駅西口から徒歩約 5 分の “ ア
ローズタワー ” 最上階にあるカフェ
＆ダイニング「アローズ」。素材から
こだわったカジュアルフレンチと種
類豊富なスイーツを気軽に楽しめる
お店です。白を基調にしたシンプル
でエレガントな空間は、女子会やデー
ト、お誕生日会、結婚式などにぴっ
たり！あわただしい日常を少し忘れ
て、上品で楽しいひとときをお楽し
みいただけます。

カフェ&ダイニング

アローズ

さらにワンタッチで共有できる！

富士通駅西口から徒歩約 5 分の “ ア
ローズタワー ” 最上階にあるカフェ
＆ダイニング「アローズ」。素材から
こだわったカジュアルフレンチと種
類豊富なスイーツを気軽に楽しめる
お店です。白を基調にしたシンプル
でエレガントな空間は、女子会やデー
ト、お誕生日会、結婚式などにぴっ
たり！あわただしい日常を少し忘れ
て、上品で楽しいひとときをお楽し
みいただけます。

カフェ&ダイニング

アローズ

画面に手書きで
メモやマーカーを
付けられる！

画面に手書きで
メモやマーカーを
付けられる！

スワイプ操作で
カンタン起動！
スワイプ操作で
カンタン起動！

細やかなこだわり機能で、エレガントに 使いこなせる。

1615 ＊画像はイメージです。



年齢に合わせて色調整！「あわせるビュー」

使う人それぞれの年齢に合わせて、一番見やすい配色に画面を調整。どんな方で
もくっきりとした画面でご利用いただけます。

「持ってる間ON」で、メール作成中も安心！

傾きと揺れから手に持っていることを
判別し、画面をON。考え事の最中に画
面が消えてしまうこともありません。

「アプリ電池診断」で、無駄なく省エネ！

画面消灯中もバックグラウンドで動作するなど、電池持ちに影響するアプリをお
知らせ。使用しないアプリを停止またはアンインストールすることで、電力消費を
抑えられます。

2回以上
振ることで
元どおり

寝転がって
画面の向きが
変わっても…

SHAKE!SHAKE!

SHAKE!SHAKE!

「戻ってシェイク」で、寝ながら操作も快適！

ふいに画面の向きが変わってしまって
も、2回以上振るだけで元どおり。寝転
がって使うときに画面の向きが変わっ
てもすぐに戻せます。

「水平時すぐにスリープ」

デスクやソファーなどの水平な場所に置くと、指定した時間に関わらず約5秒後
にスリープ状態になります。

持っていることを
認識すると
アイコンでお知らせ

静かな
場所では…

自動で
切替

静かに
お知らせ

「気配り着信」で、シーンにあわせて賢くお知らせ！

歩行・走行状態や、周りの環境を自動で判別。静かな場所にいるときは着信音量
を小さく、歩行中や街中にいるときは大きくしてお知らせします。

騒がしい
場所では…

大音量で
お知らせ

使う場所・使う人に応じた最適な使いやすさ

“使う人を中心に快適な生活をサポートする”富士通独自の技術です。人のキ
モチやライフスタイル、利用環境などに合わせて、コミュニケーションやエン
タメ、美容、セキュリティなど、あらゆる面からスマホライフをサポートします。

ヒューマンセントリックエンジン

街中でも聞きとりやすい「スーパーはっきりボイス4」

騒音を検知すると、相手の声を強調・補正し、聞きやすく改善。重くこもった声や甲
高い声の相手でも、自然に通話できます。

「響カット」で、耳に心地いい音声に

大きなホールやバスルームなど、音が反響しやすい場
所でもクリアな音声で相手に伝達。どこでも安心して
通話が楽しめます。
【お風呂での利用について】
F-03E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。

気配り上手なヒューマンセントリックエンジンで、使い心地やさしく。

1817 ＊画像はイメージです。



使う人に合わせて、健康と美容をサポート 大切な情報をしっかり守る

スッキリ目覚まし

睡眠状態を検知し、眠りの浅い時にア
ラームを鳴動。目覚めをすっきり快適
に。また、自分の睡眠サイクルに合わせ
て、アラームが鳴る時間の範囲を自由に
設定できます。
＊設定できる範囲は1分～90分です。＊電池残
量が充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。

温湿度チェッカー

利用環境の温度や
湿度を測定し、快適
指数や熱中症、イン
フルエンザへの注
意などのアドバイ
スを表示します。

健康生活日記～からだライフ～

ARROWS Kiss F-03Eを枕元に置いて眠ると、加速度セン
サーとマイク（音響）で睡眠の状態を検知。就寝時間や起床
時間、睡眠時間はもちろん、寝返りの多さやいびきの大き
さ、途切れなど、細かい睡眠情報を把握できます。いびきの
録音・再生や眠りのアドバイスなどで、安眠をしっかりサ
ポート。ぐっすり眠れて体調もばっちりです。

睡眠ログ

■ 睡眠ログ　　　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

使い勝手と安全を両立！スイッチ付「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
ぞると、ロックをすぐに解除できるスマート指
紋センサーを搭載。従来のスマートフォンのよ
うに、パターン入力やパスワード入力をする必
要がなく指一本でサッと認証できます。

メール確認も安心！「プライバシービュー」

画面のコントラストを下げて見えにくく表示。メールチェックや文章作成などを他人
の視線を気にせず行えます。

スッキリ♪アドバイスの通りに
明日は部屋を暗くして
寝てみよう!

管理がらくらく！「パスワードマネージャー」

入力するのが面倒なIDやパスワードを、ARROWS Kiss F-03Eが一括管理。端末の内
部で暗号化して記録するので、セキュリティも万全です。

温湿度チェッカー

ホーム画面ロック画面画面表示OFF
（スリープモード）

サッ

slide

カチッ

push

センサーをなぞって
認証操作

センサーを押して
画面ON

・スイッチひとつで画面
    ON/OFF操作もスマートに!!
・サッとなぞるだけで認証が可能

＊あらかじめ画面ロックの認証設定が必要です。水滴が
ついていると、正常に認識しない場合があります。

＊電池残量が充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。

ヒューマンセントリックエンジンで、美容も セキュリティもおまかせ。

2019 ＊画像はイメージです。



「microSDXCTM」で、重たいデータもたっぷり保存！

最大64GBのmicroSDXCカードに対応。本体メモリと合わせれば、お気に入りの
動画やアプリをたっぷり保存可能です。
＊microSDXCカードは、microSDXC対応機種でのみ使用できます。
microSDXCカードはmicroSDXC規格非対応の機種に差し込まないでください。

FMトランスミッタ

スマホに入っている音楽をワイ
ヤレスでカーオーディオやオー
ディオコンポで楽しめます。

「Wi-FiⓇ」で快適ネットライフ！

高速でインターネットが快適に楽しめるWi-Fiに対応。「Wi-FiオートON/OFF」を
設定すれば、エリア外に出ると自動OFFするので、切り忘れて電池を無駄にするこ
ともありません。さらに、テザリングを利用して無線LANルーターとして使えば、外
出先でもポータブルゲーム機やパソコンなどのWi-Fi機器を最大8台までネット
につなげます。

＊ご利用にはspモードの契約が必要です。テザリング利用時は、通信料が高額になる場合があります
ので、「Xiパケ・ホーダイ　フラット」などの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。テザリ
ングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境によっては外部機器においてアプリケー
ション（ブラウジング・ゲームなど）が正常に動作しない場合があります。

「NFC＋FeliCa」搭載で、データ連携もカンペキ！

カードリーダー/ライターやICチップ搭載の電子機器に近づけるだけで、データの
やり取りやクーポンの取得などができる「NFC（Near Field Communication）」に対
応。世界中の非接触ICカード規格と互換性があります。もちろんFeliCaや、電話帳・
画像などがカンタンに共有できる機能にも対応しています。

＊ご利用には各サービス事業者が提供するNFC対応アプリが
別途必要となります。
＊NFCの決済機能（CardEmulation）は非対応です。

もっともっと楽しさつながる！「Bluetooth4.0」

対応する家電製品との連携が可能に。スピーカーにつないでみんなで楽曲を聴
いたり、対応する体脂肪計とつないでダイエットに役立てたり、ワイヤレスをさら
に楽しく。省電力なので、長時間利用も安心です。

HFP、HSP、DUN、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP、PASP、ANP、TIP、PXP、FMP対応プロファイル

♪♪

オーディオコンポ

♪♪

カーオーディオ

USB機器接続

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
スムーズです。

いろんな機器とつながって、スマホライフ の楽しさ広がる。

2221 ＊画像はイメージです。



iモードケータイで使い慣れたワンセグや
赤外線通信など、スマホでも使い続けた
い便利機能にも対応しています。

ケータイでおなじみの便利機能にも対応！

赤外線通信ワンセグ

※1 お買い上げ時、本体内に一部の辞書を簡易版（マルチメディアデータ非対応）として提供。別途ダ
ウンロードにより完全版（マルチメディアデータ対応）となります。※2 個別もしくは一括でダウンロードで
きます。ダウンロードにかかるパケット通信料金はお客様のご負担となります。

広辞苑やリーダーズ英和辞典など、本格
有名辞書を搭載。音声ファイルや動画ファ
イルに対応している本格マルチメディア
辞書※1をたくさん利用できます。また、複
数の辞書で一気に検索できる「一括検
索」も使えます。ダウンロード※2により、新
しい辞書を追加することも可能です。

本格辞書をたくさん搭載！「富士通モバイル統合辞書＋」

「防水性能（IPX5/8※）」

※ご使用の際はリアカバーやキャップ（外部接続端子カバー）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。部
品の交換は故障取扱窓口にて電話機本体をお預かりしての実施となります（有料）。※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、電話機としての機能を有することを意味します。※F-03Eにおいて
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時
に電話機としての機能を有することを意味します。

防水性能IPX5/8に対応。濡れた手で使う
のはもちろん、万が一水がかかっても安
心です。

スマホライフをもっとカワイク
ARROWSスマ♥カワ女子部

オシャレに敏感なJJブロガーモデルが紹介する、
ARROWS Kiss F-03Eの使い方のコツやコラボアク
セサリー作りのレポートなどを公開。ARROWS Kiss 
F-03Eのご購入をお考えの方は是非チェックしてみ
てください。

■こちらにアクセス！
https://atft.fmworld.net/
sumakawa_joshibu_facebook/

ARROWS ＠
あなたの「知りたい」が必ずある!

※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｡

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！

＠Fケータイ応援団※
スマホライフがさらに楽しく!

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！

FujitsuMOBILE
Facebook/Twitter公式アカウント

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

https://twitter.com/#!/
FujitsuMOBILE/

Facebook Twitter

メーカーサイト

スマ♡カワ女子部員は
人気JJブロモの４名！

JJ1月号掲載写真

女性にも安心な充実機能で、スマートに 使いこなせる！ 

2423 ＊画像はイメージです。



＊iモードの一部サービスはご利用になれません。＊ご利用には「spモード」の契約（315円／月）が必要です。
また、spモードメールアプリのダウンロードが必要となります。＊iモードの解約とspモード契約のお申込を同時
に行う場合に限り、iモードのメールアドレスの引継ぎが可能です。＊家族間無料メールには非対応です。

ドコモのメールアドレス（＠docomo.ne.jp）をスマートフォンでご利用いただけ
ます。楽しく便利な絵文字やデコメールにも対応しています。

■メールサービス スマートフォンならではの新しい使い方を発見できるオフィシャル・ポータルサイト。スマート
フォンでしか味わえない、楽しい便利なコンテンツがカンタンに見つかります。ドコモのサー
ビスやお客様サポートも充実。iモードのマイメニューをそのまま引き継ぐ※ことも可能です。
※コンテンツにより対応していない場合があります。＊機種により紹介されるコンテンツは異なります。＊各コンテンツに
よって、コンテンツ利用料が発生する場合があります。また、一部を除き、ご利用にはパケット通信料がかかります。＊ア
プリケーションによっては、自動的にパケット通信を行う場合があります。紹介しているアプリケーションには、一部有料
のアプリケーションが含まれる場合があります。＊「ｄメニュー」からリンクを張られているWebサイト、または、そこから取
得された情報によって生じたいかなる損害についても、ドコモは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。■インターネット接続サービス

■電話帳バックアップサービス
■spモードコンテンツ決済サービス

spモード dメニュー

緊急地震速報や災害・避難情報、津波警報を無料で受信できます。

緊急速報「エリアメールⓇ」

世界各地の旅行先で、いつもの電話で通話やメール、インターネットを使えます。
＊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。
＊ご利用可能な国・地域はドコモのホームページ（http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/）を
ご確認ください。

WORLD WING

アプリがグループ分けできるので探しやすく、最近使ったア
プリもひと目でわかります。自分好みのグループを作り、色
分けしたり、アイコンを並べ替えたり、カスタマイズも可能。
きせかえにも対応しました。

docomo Palette UI

スマートフォンに無限の楽しさが広がるコンテンツマーケット。「VIDEOストア※」
「BOOKストア※」「MUSICストア※」「アニメストア※」「ショッピングストア※」「ゲームスト
ア※」「アプリ＆レビュー」の7つのストアから、お好みのコンテンツを利用できます。
※ご利用にはspモード（月額使用料：315円）のご契約が必要です。＊別途パケット通信料がかかります。ま
た、アプリケーションによっては、自動的にパケット通信を行う場合があります。紹介しているアプリケーション
は一部有料のアプリケーションが含まれる場合があります。＊携帯電話料金のお支払い状況によっては、
「dマーケット」上のコンテンツをご利用になれない場合があります。＊「dマーケット」上のコンテンツは、「VIDEO
ストア」および「BOOKストア」を除き、各コンテンツ提供者が提供するものです。＊表示価格は税込です。

dマーケット

＊月額使用料210円をお支払いただくことにより、ドコモ あんしんスキャンのプライバシーチェックおよびセーフ
ブラウジングをご利用いただけます。＊ドコモ あんしんスキャンのセキュリティスキャンおよびspモードメールウイ
ルスチェックは、月額使用料はかかりません。＊ネットセキュリティあんしんパックとは、ドコモ あんしんスキャン（セ
キュリティスキャン、プライバシーチェック、セーフブラウジング）およびspモードメールウイルスチェックを同時に
お申込みいただいている状態の総称です。＊各機能を個別にご利用いただくこともできます。

ウェブサイトの閲覧、spモードメールの利用、アプリの利用を、スマートフォンで安
全に行えるおすすめセキュリティサービスを、まとめてお申し込みいただけます。

ネットセキュリティ あんしんパック

アプリを利用する

ウェブサイトを閲覧する

spモードメールを利用する

セキュリティスキャン　　プライバシーチェック

セーフブラウジング

spモードメールウイルスチェック

ドコモ あんしんスキャン

月額使用料 210円 お申込み 必要

ドコモがおススメする、サービス＆アプ リケーション。

2625 ＊画像はイメージです。



オプション スペック
F-03E 本体付属品

3色共通
○F-03E（リアカバー F77、保証書含む）
○電池パック F29
○タッチペン F03
○microSDHCカード16GB（試供品）
○アンテナ付イヤホン変換ケーブル

Innocent White/Powder Mint
○スマホピアス（試供品）
○ワイヤレスチャージャー F03

Blush Pink
○オリジナルイヤホン（試供品）
○オリジナルスマホピアスセット（試供品）
○オリジナルミニポーチ（試供品）
○オリジナルワイヤレスチャージャー

＊店舗によっては取り扱っていないオプションもあります。また、オプションが変更になる場合もあります。
※1 F-03E本体と接続するにはiモードコネクタの場合、FOMA充電microUSB変換アダプタ T01、USB端子の場
合、PC接続用USBケーブル T01が必要です。 ※2 F-03E本体と接続するには、FOMA充電microUSB変換アダ
プタ T01が必要です。 ※3 端末と接続するには、ACアダプタ 03との接続が必要です。

○リアカバー F77
○電池パック F29
○タッチペン F03
○ワイヤレスチャージャー F03
○ワイヤレスチャージャー 01
○ワイヤレスチャージャー 02
○キャリングケース 02
○FOMA 補助充電アダプタ 02※1

○FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01
○FOMA ACアダプタ 01※2

○FOMA海外兼用ACアダプタ 01※2

○FOMA ACアダプタ 02※2

○FOMA DCアダプタ 01※2

○FOMA DCアダプタ 02※2

○FOMA乾電池アダプタ 01※2

○ワイヤレスイヤホンセット 02
○ワイヤレスイヤホンセット 03
○骨伝導レシーバマイク 02
○ACアダプタ 03
○ACアダプタ 04
○海外用AC変換プラグＣタイプ 01※3

○microUSB接続ケーブル 01※3

○DCアダプタ 03
○ポケットチャージャー 01
○ポケットチャージャー 02
○BluetoothヘッドセットF01
○Bluetoothヘッドセット用ACアダプタF01
○PC接続用USBケーブル T01
○車載ハンズフリーキット 01
○microSDメモリーカード
○ドライブネットクレイドル 01

F-03E オプション

主な仕様

サイズ（H×W×D）
質量
電池容量
連続通話時間

連続待受時間

ディスプレイサイズ
　　カメラ画素数

　　高感度撮影モード
　　タッチオートフォーカス
　　サーチミーフォーカス
　　追跡フォーカス
　　笑顔シャッター
　　パノラマ
CPU
メモリ
OS
　　防水／防塵※

　　GPS
　　Wi-Fi
　　かんたんお引越し

約123×61×10.6mm
約128g

1810mAh
3G：約350分
GSM：約390分
3G：約440時間
GSM：約340時間
LTE：約330時間

4.0インチqHD（540×960）
アウトカメラ：800万画素　CMOS
インカメラ：120万画素　CMOS

○
○
○
○
○
○

1.5GHz デュアルコア
RAM 1GB　ROM 8GB

Android 4.0
○ （IPX5/8、IP5X）

○
○（IEEE802.11a/b/g/n）

○
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ラ
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F-03E

ドコモminiUIMカードでのみご利用いただけます。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miniUIM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。

※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-03E本体を8時間入れてかく
はんさせ、取り出した時に電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

※1 受信時最大100Mbps、送信時最大37.5Mbpsは、東北、信越、北陸、四国、沖縄の一部に限ります。対応エリア
の詳細は、「ドコモのホームページ」でご確認ください。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。※2 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。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbpsの通信となる場
合があります。ＦＯＭＡハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。
※3 ご利用にはspモードのご契約が必要です。テザリング利用時は、通信料が高額になる場合がありますので、「Xiパケ・
ホーダイ フラット」などの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。テザリングを利用してインターネットに接
続した場合、ご利用の環境によっては外部機器においてアプリケーション（ブラウジング・ゲームなど）が正常に動作しな
い場合があります。※４ 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（www.nottv.jp/）。

Xi※1 Wi-Fi（無線 LAN）FOMAハイスピード※2

ワンセグ防水 おサイフケータイ

赤外線通信

○

○
オートGPS

○

○Wi-Fi テザリング※3 エリアメール

WORLD WING
ＮＯＴＴＶ※4 GPS/ オートGPS

○ 14Ｍbps
/5.7Ｍbps

○
（海外利用可）

○
NFC（FeliCa搭載）

○

○ 100Mbps
/37.5Ｍbps

IPX5/8 等級

○

クラス4
3G
3G850
GSM

○
○
○

サービス／機能対応表 対応｢◯」、非対応「ー」

2827 ＊画像はイメージです。



●F-03E本体、電池パック、ACアダプタ、ドコモminiUIM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。●F-03E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、電池パックを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。●電池パックの充電状態、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なる場合があります。●お客様ご自身でF-03E本体、ドコモminiUIM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-03E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-03E 本体の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や F-03E 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うえご利用ください。●F-03E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、「Xiパケ・ホーダイフラット」などの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（なお、「Xiパケ・ホーダイフラット」ご契約の場合、短期間で上限額に達します）。●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。

＜Bluetooth/ Wi-Fi（WLAN）の周波数帯について＞ 
端末が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。

ご利用にあたってのご注意

このカタログには森林認証紙、植物油インキを使用しています。

◎「FOMA」「Xi/クロッシィ」「WORLD WING/ワールドウイング」「WORLD WING」ロゴ「iモード」「iアプリ」「トルカ」「spモード」「dメニュー」
「dマーケット」「パケ・ホーダイ フラット」「ネットセキュリティ あんしんパック」「ドコモ あんしんスキャン」「おサイフケータイ」「デコメ」「デコメール」
「docomo Palette UI」「デコメ絵文字」「エリアメール」「おくだけ充電」「DCMX」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
◎Google、Android、YouTube、Google Play、Google Play ロゴおよび Android ロゴは Google Inc. の商標または登録商標です。
◎Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fi ロゴおよび Wi-Fi CERTIFIED ロゴは 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。◎microSD、microSDHC、microSDXCおよびmicroSDロゴ
はSD-3C, LLC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。◎「Milbeaut」「ミルビュー」は、富士通セミコンダクター株式会社の登録商標です。◎Facebookおよび
Facebookロゴは、Facebook, Inc. の商標です。◎Twitterおよび Twitterロゴは、アメリカ合衆国または他の国々におけるTwitter, Inc.
の登録商標です。◎「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。◎QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
◎「FeliCa」はソニー株式会社が開発した非接触 ICカードの技術方式です。◎「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。◎　はフェリカ
ネットワークス株式会社の登録商標です。◎「サクサクタッチパネル」「Human Centric」「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。◎「NOTTV」および「NOTTV」ロゴ、「mmbi」ロゴは、株式会社mmbiの商標または登録商標です。◎「モバキャス」「モバ
キャス」ロゴは、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。◎「Edy」およびEdyのロゴマークは、ビットワレット株式会社の商標
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。◎　　　は、SRS Labs, Inc. の商標です。TruMedia™技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンスに
基づき製品化されています。◎その他、本カタログに記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
＊掲載の写真はイメージです。実際と異なる場合があります。

＊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。

TEL 03-3570-6064富士通株式会社 モバイルフォン事業本部
【F-03Eの操作および本カタログのお問い合わせ先】

本カタログの内容は2012年11月現在のものです

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

（局番なし）1   5    1   （無料）
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。

【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、電子レン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。

【Bluetooth/Wi-Fi（WLAN）機器との電波干渉について】Bluetooth機器と無線LAN（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-03E本体やワイヤレス接続する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、ワイヤレス接続する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】本端末に内蔵の無線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。

Bluetooth機能が使用する周波数帯
①2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
②FH/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。
③1：想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
④　　　　　：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
①2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
②DS/OF：変調方式がDS-SS方式、OFDM方式であることを示します。
③4：想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
④　　　　　：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。

2.4 FH/XX 1

2.4 DS/OF 4

＜防水／防塵性能について＞

［ご使用にあたっての重要事項］
防水／防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。
●外部接続端子キャップ、リアカバーをしっかりと閉じてください。●外部接続端子キャップやリアカバーが浮いていないように完
全に閉じたことを確認してください。

［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。●外部接続端子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
綿棒や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。●外部接続端子キャップ、リアカバー裏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。卓上ホルダにF-03E 本体を差込んだ状態でワンセグ視聴などをする場合、ACアダプタを接続していない状態でも、
お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。●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。F-03E 本体は 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。●水道水やプールの水に浸けるときは、
30 分以内としてください。●プールで使用するときは、その施設の規則を守って使用してください。●F-03E 本体は水に浮きませ
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。●リアカバーが破損した場合は、リ
アカバーを交換してください。故障箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。●外部接続端子
キャップまたはリアカバーが開いてい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、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。●外部接続端子キャッ
プ、リアカバー裏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。

［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。部品の交換は故障取扱
窓口にてF-03E 本体をお預かりしての実施となります（有料）。］
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