
F-04H

立てかけられるgrip edgeと、
世界初＊虹彩認証搭載で、
こだわりの快適をあなたに。

＊10インチ以上のディスプレイを保有、
　3G/LTE対応タブレットにおいて。
   2016年5月11日現在。富士通調べ。



伝えたい想いを、
ありのままに。

今すぐ見たい。
その瞬間、カンタンに。

いつでもどこでも
使える安心を。

いつもの毎日が、
ちょっと未来に。

arrowsが実現するのは、ヒューマンセントリックエンジンに
支えられた、ほんとうの“心地よさ”。

これからも、「あなたに寄り添うタブレット」として、
進化を続けていきます。

1 2※「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。



grip edgeで広がる楽しさ。すべて は心地よい毎日のために。
グリップ エッジ

F-04H

立てかけられるgrip edgeと、世界初＊虹彩認証搭載で、こだわりの快適をあなたに。

グリップ エッジ
手に持たずに立てかけて使える
grip edge

見るだけでロック解除
こうさい

世界初＊虹彩認証

映像が圧倒的にリアルで鮮明
有機ELディスプレイ

3 4

＊10インチ以上のディスプレイを保有、3G/LTE対応タブレットにおいて。2016年5月11日現在。富士通調べ。
※すべての場所での立てかけを保証するものではありません。正しく使われないと本体が倒れる恐れがあります。
　滑りやすい場所や風の強い場所では使用しないでください。
※iモード®には対応しておりません。※掲載の内容はAndroid™6.0バージョンの内容です。※画像はイメージです。



Black White

約6.8mm
約8.5mm

従来（F-03G） F-04H

従来モデルと比べて約 20% の薄型化。

薄く軽量で持ちやすい。
約10.5インチ大画面でありながら重さ約439g・厚さ約6.8mm。

手にしっくりなじみ心地いい。
背面は滑りにくく手になじむマット塗装。気が
つくと知らず知らずのうちに触れている、そ
んな心地よい手触りです。

生活空間にマッチする美しい デザイン。

Design

繊細な輝きが、美しいアクセントに。
サイドフレームはキラリと光を反射する光沢仕上げ。存在感をさりげなく
主張します。

5 6※画像はイメージです。



立てかけて手が自由になるからTVや動画の視聴も快適。
grip edge（グリップ エッジ）
手に持たずに浴室でゆっくり映画を見たり、キッチンでレシピを探したり、
カフェで読書をしたり、生活のさまざまなシーンでタブレットを快適に
楽しめます。見たいコンテンツに合わせて横置き・縦置きも自在です。

DesignDesign

立てかけて楽しめる
grip edgeで楽しさ広がる。

グリップ エッジ

6 ヵ所に滑り止めがついているので横置きでも縦置きでも立てかけられます。

7 8※画像はイメージです。



使いたいそのとき、一瞬でカンタ ンに。

Security

あなたの瞳で瞬間認証ができる「Iris Passport」。
ロック解除も、Webサイトへのログインも一瞬で。
すぐ見たい、すぐ使いたい、そんな思いをかなえます。

アイリス パスポート

9 10※画像はイメージです。



画面を見るだけで瞬間認証。虹彩認証   「I r i s  Pas spo r t」。

■プライバシーモード対応アプリ
NX!電話帳 for Tablet・NX!メールなら、指定した人物に関するドコモメール
やEメール、電話帳などの個人情報を非表示にできます。

アプリを個別にロックできるから、他の人に勝手に使われず安心です。
■アプリケーションロック

＊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（ウルティアス）のときのみ対応。 

プライバシーモードの解除も虹彩認証で一瞬。
プライバシーモード
アプリやギャラリーなど＊1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。文
字入力の予測変換の切り替え＊3も可能です。

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
ON時

こうさい アイリス パスポート

パスワードがわからない！そんなイライラを解消。
パスワードマネージャー連携＊

Webサイトなどで入力が面倒なIDやパスワードをあらかじめ登録すれば、
カンタンに呼び出し入力できます。さらに虹彩認証と組み合わせれば
ID・パスワードを覚えていなくても、画面を見るだけで自動で入力して
くれます。

■画面を見るだけで ID・パスワードを自動入力＊。

＊一部サイトでは自動入力できない場合があります。

ショッピング

○○○○○○@gmail.com

ショッピング

今までの
約1／4のステップで
ログインできる

＊あらかじめ設定が必要です。

各人固有の虹彩を読み取る次世代の生体認証。

虹彩認証とは？

黒目の瞳孔の外側にある環状部分である
「虹彩」（Iris・アイリス）は、一人ひとりパターン
が違います。赤外線LEDで虹彩を照射し、
赤外線カメラで虹彩パターンを取得して
登録・照合を行います。

タブレット
世界初*

タップ

画面ON

使える

ロック解除

見る

認証画面のどこかを
ダブルタップ

＊あらかじめ「タッチでON」の設定が必要です。

2s tepでロック解除。使いたいとき、すぐ使える。
虹彩認証×タッチでON＊

指で画面のどこでもダブルタップするだけで画面が点灯。その後、虹彩
認証を行うとロックが解除されます。カンタン2stepで手軽に使えます。

虹彩認証「Iris Passport（アイリス パスポート）」
使いたいとき画面を見るだけで一瞬で認証できます。さらに認証する
たびに虹彩情報をアップデートする学習機能を搭載。使うほど精度が
アップします。

Security

11 12
＊10インチ以上のディスプレイを保有、3G/LTE対応タブレットにおいて。2016年5月11日現在。富士通調べ。

※画像はイメージです。



Multiple user

一台が、一人ひとりの  マイタブレットに。
自分のアカウントで
家族みんなが自分らしく楽しむ。
「マルチユーザー」機能で
一台のタブレットが
家族それぞれの
マイタブレットになります。

13 14※画像はイメージです。



家族みんなで楽しめる「マルチユーザー」。

自分のアカウントで、一人ひとり自由に楽しめる。
マルチユーザー

ユーザーごとに変更できるのは壁紙やアイコンの配置など、ホーム画面のデザインだけ。
いままでは・・・

お父さん

おばあちゃん

お子さん

アプリや
データは
みんなで
共用

メールやWeb履歴、アプリも自分専用。設定もお好きにカスタマイズ。
マルチユーザーなら

お父さん

おばあちゃん

お子さん

＊同じアプリでもそれぞれのユーザーでダウンロードが必要です。

他の人に
見られる
ことがない

自分のアカウントでログイン
同じアプリ＊もデータは別々

タブレットが初めてでも使いやすい。
NX! ホーム
アイコンや文字が大きく、操作がわ
かりやすいホーム画面を用意しまし
た。どなたでもタブレットを使いこ
なせます。

かんたんインターネット
「検索」や画面の「拡大」「縮小」
などをわかりやすい文字で表示し
ます。

■お子さんに使わせても安心。
お子さんの使えるアプリやタブレット
を利用する時間帯、1日の利用時間
などをあらかじめ制限できます。

■登録ユーザーは最大 8人。
登録ユーザーはロック画面にアイコン
で表示。ログインは自分のアイコンを
タップするだけ。

おばあちゃん

けいたけパパ

パパ

おばあちゃん ママ

おじいちゃん みか

けいこ ゲスト

けいた

アイコンは大きく、
好きな画像に

家族それぞれ自分のアカウントで、サービスを利用できるので、自分専用
のタブレットとして使用できます。アプリやデータはユーザー専用のスト
レージ領域に保存されるので他の人に使われたり、見られる心配があり
ません。また虹彩認証を設定することもでき、一瞬でロック解除できる
ので安心です。

Multiple user

「かんたん」ホーム

15 16※画像はイメージです。



どこにいても、最高の美しい映像 と音を。

Display / Audio

映像も音も美しさにこだわったarrows Tab。
お気に入りの場所でどこででも
さまざまなエンターテインメントの魅力を満喫できます。

17 18※画像はイメージです。



心奪われる美しい映像と迫力のサウン ド。
Display / Audio

黒は限りなく黒く、色彩はありのままに。
有機 EL ディスプレイ
NTSC比99%の色再現性を
実現。屋内でも明るい屋外で
も色鮮やかな画質が楽しめ
ます。
※NTSCとは、National Television System 
Committee（全米テレビジョン放送方式標
準化委員会）の略称。

WXGA
（1280×800pixel）

WQXGA
（2560×1600pixel）

細部までくっきり、感動する美しさ。
WQXGA(2560×1600pixel)
ディスプレイ
タブレット最高クラスの解像度で
写真や動画を細部まで美しく描き
出します。

動画や静止画を自然な色合いに。
映像処理エンジン「Xevic（ゼビック）」
自然美麗高画質を実現する最新の高画質化技術を搭載。YouTubeTM、
フルセグ、ギャラリー動画などを自然な色合いの大画面で楽しめます。

ダイレクトに迫力ある音が広がる。
フロントスピーカー
スピーカーを前面に配置。ステレオサウンドがダイナミックに迫ってきます。

■200 万：1の高コントラスト。
自己発光により高コントラストを実
現。明るい・暗いのメリハリを鮮明
に映し出します。

■動画もなめらか。
応答速度が速く、動きの速い動画も
ブレずに表示。まるでその場にいる
ような臨場感です。

F-04H（有機EL）従来（LCD） F-04H（有機EL）従来（LCD）

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
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。

原曲の音信号 CDの音データ ハイレゾ音源

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、高音質のオーディオ機器のようなサウンドが楽しめ
ます。

■映画なら…
まるで映画館のような臨場感ある
サウンドを自宅で。

■音楽なら…
ライブは重低音を効かせて。繊細
なクラシックの音色も忠実に。

19 20※画像はイメージです。



鮮明で見やすい、好きなコンテンツを大  画面で。
Useful Function

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
周囲の明るさを検知し、輝度とコントラストを自動調整します。

目への負担を軽減。
ブルーライトカットモード
疲れ目の原因の1つと言われているディスプレイから発せられるブルー
ライトを約30％カットします。

年齢に合わせて見やすい色に。
あわせるビュー
加齢とともに変化する色覚特性に合わせて、画面の色味を調整します。

写真や文字も大きく見やすく。
いつでもズーム
設定やピンチアウトで文字サイズを大きくできない地図などのアプリでも、ワン
タッチで画面表示を拡大できるので大きな文字ではっきり見やすくなります。

シーンに最適な色味に調整。
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
自動的に見やすくします。

ハイビジョン放送も鮮やかでキレイ。
フルセグ・ワンセグ
ハイビジョン放送（フルセグ）を鮮明な有機ELディスプレイでどこでも
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。　※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。

画面が明るいので
見やすい

暗くて
見づらい

スーパークリアモードON時

立てかけられるgrip edgeと、世界初＊虹彩認証搭載で、こだわりの快適をあなたに。

B la c k Wh i t e

F-04H

スーパークリアモードOFF時

立てかけられるgrip edgeと、世界初＊虹彩認証搭載で、こだわりの快適をあなたに。

B la c k Wh i t e

F-04H

立てかけられるgrip edgeと、世界初＊虹彩認証搭載で、こだわりの快適をあなたに。

B la c k Wh i t e

F-04H

ワンタッチで見やすく拡大！ 戻すのもワンタッチ！
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録画番組を外出先に持ち出せる。
DLNA®連携（DTCP+対応）
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

を視聴できます。専用のNAS＊2に番組を保存すれば外出先からストリー
ミング再生もできます。
※ご利用には、家庭内無線LAN環境が必要です。　※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。

大きくなって見やすい

21 22※画像はイメージです。



さまざまな場所やシーンで安心して使え る。
Useful Function

PCを持ち歩かず、ビジネス文書の作成も。
WPS Office
「WPS Office」を搭載。文書作成や表計算、プレゼンテーションの作成
が外出先でできます。

うっかりタッチサポート
本体を握る手や指が画面の端にかかっていても誤動作しません。

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。

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。

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」。

さらに便利でうれしい機能を搭載。

タッチブロックモード
画面の動作を一時的にストップ。

手袋タッチ
手袋をしたまま操作できる。

スライドインランチャー
アプリをカンタン操作で一発起動。

キャプメモ
画面を保存して、上から手書きもできる。

持ち運びに便利な卓上スタンド付き。
卓上スタンド（試供品）
小さく折りたためて軽いから気軽にどこへでも
持ち運べます。角度も4段階で調節できます。

。

キズがつきにくく、本体の美しさが永く保たれる。
Corning Gorilla Glass 3
優れた耐傷性を備えたディスプレイを採用しました。

ウルトラタフガード& タフコート
本体背面と側面のパーツには、はがれにくく耐傷性に優れた塗装を採用しました。

MIL規格14項目準拠＋防水（IPX5/8）＊・防塵（IP6X）＊対応
米国国防総省が定めたMIL規格の14項目に準拠。耐久試験をクリアし、
日常づかいをはじめ、豪雨や雪山などのさまざまな環境で、安心して使えます。
もちろん防水・防塵にも対応。
※米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）の14項目、落下、浸漬、粉塵、塩水噴霧、湿度、太陽光照射、
振動、風雨、高温動作（60℃固定）、高温保管（70℃固定）、低温動作（-20℃固定）、低温保管（-30℃固定）、
低圧保管、低圧動作に準拠した試験を実施。　※状況や環境によっては、動作を保証できない場合があります。
＊防水・防塵性能について詳しくはP31をご覧ください。

耐衝撃

低温動作

耐振動

低温保管

耐日射

低圧動作

防湿

低圧保管

防水（風雨）

高温動作

防塵

高温保管

防水（浸漬）
しんし

塩水耐久

天気の変わりやすい高地夏のキャンプ場での使用 …etc.

23 24※画像はイメージです。



したいこと、伝えたいことを思いのまま に。
Useful Function

外出中でも安心な電池持ち。
6000mAh バッテリー＆NX!Tune（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。富士通独自の「NX!Tune」
が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。

かしこい変換で思いのままに文字入力。
Super ATOK ULTIAS
2016年最新のATOK辞書を搭載し、常に最新のワードに変換できます。
「文字+数字」「文字+絵文字」も学習し、予測変換するので手早く入力で
きます。6000 mAh

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

画像の文字をコピーできて便利。
なぞってコピー
写真や画像内に含まれる文字を、
カンタン操作でコピーし、そのま
まペーストすることができます。
※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。

QWERTY

50音入力 手書き入力

■入力方法を切り替えて、すいすい文字入力。
10キーやQWERTY、手書き入力の他に、50音入力にも対応しています。入力
方法の切り替えはカンタンです。

■お好みで左右に
　異なる文字種の10キーを配置できる。

■キーボードのサイズも自由に調整。

ウルティアス

＜かしこい変換＞
●「いつもお」
　→「いつもお世話になっております」

ワンタッチで
カンタン切り替え

数字も
予測変換

文字がコピーされる

●文字+絵文字を一発予測変換 ●文字＋数字も一発予測

●「ばーすで」
　→「bir thday」

25 26※画像はイメージです。



動画視聴を快適に、写真を美しくカンタ ンに。
Transmission / Camera

今しかない瞬間を美しく残す。
約810万画素カメラ
裏面照射型CMOSセンサー「Exmor R for mobile」と独自の画像処理
エンジン「GRANVU（グランビュー）」を搭載。静止画も動画も美しく撮影できます。

思い出を細部までキレイなままに。
フルHDムービー撮影
細部まで鮮明なフルHD（1920×1080pixel）で動画が撮影できます。

通信が混雑しがちな環境でもストレスなく楽しめる。
安定通信
電波状況に加え､通信速度を監視。Wi-Fiの通信感度が悪い場合、3G/LTE
に自動で追加接続します。安定した通信で動画やWebが楽しめます。

富士通独自の高速・安定通信
「マルチコネクション」。

多彩な機能、なのにカンタン。
だから誰でも使える。
直感的でシンプルなユーザーインターフェース
初心者でも細かい調整をせずに、シャッターを
押すだけで美しい写真が撮れます。操作パネル
もシンプルで、多機能をすぐ使いこなせます。

シンプルでわかりやすい
操作パネル

欲しい瞬間に好きなコンテンツが楽しめる。
高速ストリーミング＆高速ダウンロード
独自の技術による高速ストリーミングでYouTubeTMやdヒッツなども快適。
さらにアプリや音楽も高速でダウンロードできます。

遅い回線で
時間がかかる…

速い回線で再生開始が一瞬！
＆早送りしてもすぐに再生！F-04Hなら

従来は

■高速ストリーミングで早送りも待たされない。
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。

サーバー

■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。 複数のセッションで

一気にダウンロード

※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。

※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。その際に、
3G/LTEネットワークでパケット通信が発生します。
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ドコモのサービス 富士通オリジナルサイト

初回７日間無料！＊1＊2 定額で楽しめる3つのサービス
最新TVCMやPVの他、スマホ・タブレット・携帯電話の
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 ● スマホ・タブレット・携帯電話活用法 など

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」

arrowsがもたらす、ちょっと心地よい
シーンの数々をご紹介していきます。

あなたの日常が、ちょっと心地よくなる。スペシャルサイト「arrows life」

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

http://atfe.fmworld.net/at/arrows_sp/2015_win/

Facebook Twitter

※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。

＊国内において。2015年6月時点インプレス総合研究所調べ。　※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。

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

※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。

多彩なジャンルの人気雑誌160誌以上の最新号、バックナンバー合わせて
1,000冊以上が、月額400円＊ 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。

※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「ｍ
ｙ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
（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。

powered by レコチョク

月額500円の音楽聴き放題サービス。最新J-POPや懐かしの名曲など、
好きな曲を毎月10曲保存して聴ける♪
さらに、厳選された3,000以上の音楽プログラムも聴き放題！

＊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。

＜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 ＊3
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●F-04H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-04H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-04H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-04H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-04H本体の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やF-04H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-04H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。

ご利用にあたってのご注意

◎「FOMA」「iモード」「Xi/クロッシィ」「おサイフケータイ」「WORLD WING」「エリアメール」「PREMIUM 4G」「VoLTE」
ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。◎「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
◎Android、Androidロゴ、YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。◎DLNAおよび
DLNAロゴはDigital Living Network Allianceの商標または登録商標です。◎Wi-Fi®、Wi-FiロゴはWi-Fi Allianceの登
録商標です。◎SD、microSD、microSDHCおよびmicroSDXCはSD-3C、LLCの商標です。◎「Exmor R for mobile」お
よび「Exmor R for mobile」ロゴはソニー株式会社の登録商標です。◎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。◎「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。◎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。◎FacebookおよびFacebookロゴは、Facebook,Incの商標です。◎Qualcomm® aptX™ audio is a 
product of Qualcomm Technologies International, 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。

防水（IPX5/IPX8）・防塵性能（IP6X）について
※IPX5/8の防水性能。IP6Xの防塵性能。　※F-04HにおいてIPX8とは、常温で水道水
の水深1.5mのところにF-04H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）。　※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-04Hにおいて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-04H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（じんあい）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。●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信が切れることがありますので、ご了承ください。
［防水／防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換
は端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。］
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Spec Option

F-04H 本体付属品
○F-04H本体　○卓上スタンド（試供品）　○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-04H オプション
○ワイヤレスイヤホンセット 04
○ポケットチャージャー 03
○ACアダプタ 04／05
○DCアダプタ 04
○海外用AC変換プラグCタイプ 01
○USB同軸変換ケーブル F01

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

主な仕様/機能/サービス一覧表

＊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 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。　＊4 Bluetooth機器の特性や仕様に
よっては、操作方法が異なったり、データのやりとりができない場合があります。対応プロファイルについて、
詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。　＊5 防水・防塵についてはP31をご覧ください。　
＊6 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。　＊7 NFCタグReader、Writerお
よびAndroid Beam対応。　＊8 本機種は「クラス2」ですが、「LTE国際ローミング」をご利用になれます。
本機種で「LTE国際ローミングが使えるエリアについて、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認くだ
さい。3G・3G850のネットワークをご利用になれます。アフリカ、中東など、一部の国・地域ではご利
用になれません。

約175mm×約266mm×約6.8mm
約439g

Android™ 6.0
MSM8992　1.8GHz デュアルコア＋1.4GHz クアッドコア

RAM：3GB／ROM：32GB
最大200GB（microSD／microSDHC／microSDXC）

6000mAh ※着脱不可
LTE：約970時間　3G：約1080時間

約10.5インチ WQXGA（2560×1600）　有機EL
有効画素数 約810万画素CMOS
有効画素数 約240万画素CMOS
最大262.5Mbps／最大50Mbps

ー
　○＊3

○（IEEE802.11a/b/g/n/ac）2.4GHz／5GHz 
○

Wi-Fi 10台 Bluetooth 4台 USB 1台
○（4.1）＊4
ー

IPX5/8＊5／IP6X＊5
　○／○＊6
ー

虹彩認証
○／○
　ー＊7
○

○（クラス2）＊8

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
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
docomo Wi-Fi
テザリング同時接続数
Bluetooth
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
GPS/GLONASS
おサイフケータイ
エリアメール
WORLD WING

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。

※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。

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-04H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）
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本カタログの内容は2016年6月現在のものです。

【製造元】株式会社 富士通コネクテッドテクノロジーズ DC001422
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