ご購入でご利用料金が

ずっと毎月割引！
の新料金プラン登場
※指定プラン（2年定期契約・解約金あり）へのご加入など条件があります。

同じスマホを長く使うとずっとおトクに！
対 象 スマホのご利 用で ず〜っと 毎月割引

月々の
ご利用料金

これまで

月々の
ご利用料金

月々の
ご利用料金

月々の
ご利用料金

docomo with
適用後

2年目

3年目以降もずっと

ドコモの 通 信品 質・通 信エリア・アフターサポートはそのまま！

詳しくは「ドコモのホームページ」でご確 認ください 。

今すぐ見たい。
その瞬 間、
カンタンに。

伝えたい想いを、
ありのままに。

a r r o w s 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” です。
これ からも、
「 あなたに寄り添うスマートフォン 」として、
心 地よさの 進 化 を続 けていきます。

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。

より快適な生活をサポート。
®
arrowsを支えるヒューマンセントリックエンジン 。
富士通独自の先進技術をあますことなく注ぎ込み、より豊かで、より快適な生活を実現します。

1

※
「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。

2

多 彩な機 能とあんしんの使いや すさ。
その手に、あなたらしさを。

F-05J

3

※iモード®には対応しておりません。※掲載の内容はAndroid™7.1バージョンの内容です。※画像はイメージです。

4

Tone on Tone
各パーツの素材の特長を活か
しながら、全体を同じ色合いで
まとめた、Tone on Toneデザ
インを実現しました。

薄さ
約7.8 mm

防水キャップレスUSB

シンプルフォルム
質感で独自性を表現した分、
フォルム
はとことんシンプルに。クセがなく、
“誰にでも親しみやすいシンプルフォ
ルム”を追求しました。

選べるカラーバリエーション

Red

Black

White

持つ楽しさを高める
モダンな赤。

どんなシーン、
スタイルにも合う黒。

シンプルを極めた
ニュートラルな白。

ラウンドデザイン
シンプルでありながら、使い勝手の良い
デザイン。本体サイズを大きくすること
なく 、持ちやすいラウンド形状に仕上
げました。
5

※画像はイメージです。
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お支払いもスマートフォンで。
■

見逃せないテレビ番組を
カフェでワンセグ視聴。

おサイフケータイ
（FeliCaのみ）対応

電子マネーやクーポンとして使える
レジでの
おサイフケータイに対応＊。
お支払いや自動改札の通過が素早
くできます。
＊FeliCa方式のサービス
（iD、
モバイルWAON、楽
天Edy、QUICPay、モバイルSuica、nanacoモバ
イルなど）
のみご利用になれます。

かしこくカンタン文字入力。
ウルティアス

■

見たいときに、いつでもテレビ番組を。
■

7

豊富な単語数のATOK辞書を搭載し、常に最新ワード
に変換できます。
「文字+数字」
や
「文字+絵文字」
も合わ
せて学習し、かしこく予測変換するので、
よりカンタンな
操作で文字を入力できます。
文字＋数字も一発予測！

ワンセグ

ロッドアンテナ内蔵により、
外付けパーツなどを使わな
くてもワンセグ視聴が可能。
とっさのときに使えるので、
災害時にもニュース番組な
どを確認でき安心です。

Super ATOK ULTIAS

内蔵ロッドアンテナにより
ワンセグ放送を快適に視聴可能！

文字+絵文字を一発予測変換！

数字も予測変換
可能に！
従来

F-05J

Super ATOK ULTIASならではの多彩な機能
●

最旬ワードを自動追加。

●

意味を調べて入力できる。

●

町名だけで住所が打てる。

※画像はイメージです。
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インカメラがさらにキレイに、広角に。
自慢の料理が、
一層美味しそうに撮れる。

■

有効画素数約500万画素広角インカメラ

焦点距離24mm、画角約85度の広角レンズで、
より幅広く撮影でき、
グループ
ショットや背景入りの自分撮りがカンタンに。SNSなどでシェアしたくなる自撮り
写真を撮影できます。
従来は全員が入りにくかったが…

F-05Jなら全員入る！

従来（F-01H）

F-05J

自分撮りするときは、サッとインカメラに。
■

カメラ切り替え

ファインダー上にアウトカメラとイン
カメラの切り替えボタンを配置。

景色や人物がより広い範囲で撮れる。
■

晴れた屋外など明暗のあるシーンでも見やすく。

有効画素数約1310万画素広角カメラ

アウトカメラは、焦点距離22mm、画角約90度の広角レンズを採用。
風景や人数の多い写真をよりワイドに撮影できます。
従来、被写体が切れてしまったシーンも…

ワイドな風景も収まりやすく！

■

リアルタイムHDR（ハイダイナミックレンジ）

露光時間の違う2枚の写真を瞬時に合成処理し、逆光などでもファインダー画
面上で仕上がりを確認しながらキレイに撮影できます。
その他にも便利な機能が充実！

顔検出 あなたの顔をしっかり認識し、自分撮りをさらにキレイに楽しめます。
暖色フラッシュ フラッシュ撮影でも暖かみのある雰囲気の写真を撮影できます。
従来（F-01H）

9

F-05J
※画像はイメージです。
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さまざまなシーンで安心して使える。
■

落下時の衝撃から
ディスプレイを守る。

防水（IPX5／IPX8）
・防塵（IP6X）対応

お風呂やキッチンなどの水まわり、
アウトドアで
も快適に使えます。

■

画面保護フレーム

画面周囲に0.3mmのフチを立て、
落下時に
も画面が直接地面に当たりにくくなります。

＊防水・防塵性能について詳しくはP17をご覧ください。

画面保護フレーム

■

0.3mm

MIL規格14項目準拠

米国国防総省が定めた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。

本体
地面

■

Corning Gorilla Glass 3

優れた耐傷性を備えたディスプレイを採用。

しんし

防水（浸漬） 防水（風雨）

塩水耐久

高温動作

ぼうじん

防塵

高温保管

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

※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）、低圧動作、
低圧保管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。

電池切れを気にせず楽しめる。
2580mAhバッテリー&省電力設計

旅行や出張中など、なかなか充電するタイミングがない
場合にも、通話やWebサイトの閲覧を安心して行えます。
＊一般に想定されるスマートフォンの利用があった場合の電池持ち
（富士通コネク
テッドテクノロジーズ調べ）。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。
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105

＊

時間

を実現！

リジッドベゼル

富士通独自試験

日本人男性の平均身長で耳にスマートフォン
を当てた高さを想定した1.5mの高さからコ
ンクリートへの落下試験＊を実施しています。

電池持ち時間

約

■

コーナーをラウンドさせることで落下
時の衝撃を分散させ、画面への衝撃
を最小限に抑制します。

さまざまな耐久試験をクリア。
■

■

金属素材を使用

両サイドに金属素材を使用。画面に
衝撃が伝わるのを軽減することで、
画
面が割れにくい構造になっています。

＊高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させて画面が割れないことを
確認する試験をクリア（富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社独自調
べ）。※すべての衝撃に対して無破損・無故障を保証するものではありません。

その他にもさまざまな試験（加圧試験、曲げ
試験など）
を実施。

1.22m

1.5 m

の落下試験
にクリア。

ラワン材（木材）

コンクリート

MIL規格試験

富士通独自試験

※画像はイメージです。
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お気に入りの機能を一発起動。

片手で指が届かない
箇所も操作可能。
■

■

スライドインランチャー

スワイプ操作で、
よく使うアプリやショートカットをすぐに起動可能。
たとえば、
トー
クアプリ内の個別トーク画面まで1ステップでアクセスできます。

スライドディスプレイ

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。

※8項目まで自由に設定できます。 ※スワイプできる位置は「スライドイン機能」からお好みで変更できます。

片手操作でも
押せる場所に移動

画面をカンタン保存。そのままメモも可能。
■

スワイプ操作で
カンタン起動。

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＊。
マップ画像
に線をひくなど、
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。
Webなどからキャプチャした画像に書き込みや切り取りが可能に！
※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。

何度も開く画面も
すぐに起動できる。

その他にも便利な機能が充実！

なぞってコピー
写真や画像内に含まれる文字を、
カンタン操作でテキストとしてコピーし、
そのままペースト
することができます。

チャイルドロック
タッチ操作を一時的にブロック。動画の再生中やアプリ利用中の意図しない操作を防ぎます。
小さなお子様に持たせて動画を見せたい時などに便利です。
画面に手書きで
メモやマーカーを
付けられる

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するので、寒い日でも手袋をしたままでタッ
※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。
チ操作できます。

富士通独自の高速・安定通信「マルチコネクション」
スワイプ操作で
「キャプメモ」
を選択

13

Wi-FiとLTE/3Gへ同時に接続。電波状況に加え、通信速度を監視し、
より品質の良い回線を選んで、
安定した通信速度をキープ。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。

※画像はイメージです。
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直射日光の下でも、画面が見やすい。
使い方に合わせた心地よさを

■

実現するスマートフォンと、

屋外にいることを検地し、
輝度とコントラストを自動調整します。
周囲の明るさを検知し、
輝度を自動調整します。

ストレスのない毎日を。

スーパークリアモード

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ベ
ストな状態に調整するので、
周囲とのギャップが少なく画面が見やすくなります。

年齢に合わせた色や音質に。
■

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、
画面の色味を調節します。

スーパーはっきりボイス4

シーンに合わせた快適を。
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。
arrowsは、独自のセンシング技術であなたの毎日をサポートします。

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つと言われている液晶画面から発せられるブルーライトを約
30％カットします。
15

聞こえにくい声を検知し、受話音の
「こもり感」
「軽さ」
を自動調整します。

■

あわせるボイス®2

年齢に応じた聞き取りやすい音質に
合わせます。

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。

持ってる間ON

戻ってシェイク

本体の傾き、揺れ、視線を検知し、本体を持っ
ている間、画面を見つめている間は常に画面
ON状態を保ちます。

画面回転機能により、寝返りを打ったときな
ど、意図せずに画面の向きが変わっても、本体
を2回以上振ることで戻すことができます。

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チャットメールアプリの新着表示を非表示にできま
す＊2。予測変換の切り替え＊3もでき、頻繁に使う単語や表現を知られることがありません。
※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。

※画像はイメージです。
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防水（IPX5/IPX8）
・防塵性能（IP6X）について
※IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/
分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信
機器としての機能を有することを意味します。※IPX8とは、常温で水道水の
水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに
通信機器としての機能を有することを意味します。※ご使用の際はキャップ
（SIM・SDスロット部カバー）が確実に閉じているかご確認ください。※防水
性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回部品の交換をおす
すめします
（有料）。※IP6Xとは、保護度合いをさし、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を
8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに内部の塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。
【お風呂での利用について】 本機はメーカー独自の試験基準に基づき高湿度条件下（浴室など）
でご利用いただ
けることを確認しておりますが、以下の点にご注意しご利用ください。●せっけんやシャンプー、入浴剤の入った
水など水道水以外のものをかけたり、水道水以外のものに浸けたりしないでください。それらが付着してしまっ
た場合、直ちに常温の水道水で洗い流してください。●湯船（温水）
に浸けたり、落下させたりしないでください。
誤って落下させてしまった場合は、直ちに取り出してください。●湿気の多い場所に長時間放置しないでくださ
い。
ご使用後は、浴室から取り出しておいてください。●温水のシャワーを直接かけないでください。●サウナで
は本機を利用しないでください。●寒い屋外から暖かい浴室などに急に本機を持ち込まず、一度室内に置いて
本体が温まってから持ち込んでください。●浴室内では充電を行わないでください。
【注意事項】●常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。●SIM・SDスロット部分
キャップはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ
（髪の毛１本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、
浸水の原因となります。●送話口、受話口、
スピーカーなどを尖ったものでつつかないでください。●落下させ
ないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。●スロット部キャップのゴム
パッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。
はがしたり傷つけたりしないでください。
また、
ゴミが付着しないようにしてください。●付属品、
オプション品は防水／防塵性能を有していません。本体
が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となり
ます。●規定水流（例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないで
ください。端末はIPX5の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。●万が一、塩水や海水、清涼
飲料水がかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、
すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚
れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーな
ど）
を当てたりしないでください。●水中を移動したり、水面に叩きつけたりしないでください。●microUSB端
子、イヤホンジャックがキャップレス防水に対応しています。●端末は水に浮きません。●水滴が付着したまま
放置しないでください。電源端子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。●送話
口、受話口、
スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。●SIM・SDスロット部
分キャップが開いてる状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。
そのまま使用せずに電源を切り、
ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。 ●SIM・SDスロット部分
キャップのゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、
ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えくださ
い。●充電可能な温度範囲：5〜35℃。使用環境：温度5〜40℃（ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的
な使用に限る）、湿度45〜85％。風呂場では、温度は5℃〜45℃、湿度は45%〜99%、使用時間は2時間以内
の範囲。●本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用にあたって、
すべての状況での動作
および無破損・無故障を保証するものではありません。
また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障
と判明した場合、保証の対象外となります。●本端末は無線を利用しているため、
トンネル・地下・建物の中な
どで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、LTEサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用
になれません。
また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用になれない場合が
あります。
なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通
話が切れることがありますので、
ご了承ください。

ご利用にあたってのご注意
●F-05J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-05J
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、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、
ワンセグ視聴時間が短くなる場合があ
ります。 ●お客様ご自身でF-05J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-05J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-05J本体の動作が不安定になったり、
お客様の位置情報やF-05J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-05Jは、
データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、
サーバーとの接続を維持するための
通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。
また、動画の視聴などを行うと、大量のパケット通信が
発生します。
このため、パケット定額制サービスのご利用を強くおすすめします。 ●本体に金属性の材質を使用
しており、
まれにお客様の体質や体調によってはかゆみ、
かぶれ、湿疹などが生じることがあります。 ●日本国内
においては、
ドコモの提供するLTE/FOMAネットワークサービス以外ではご使用になれません。 ●ご契約の際
は別途、契約事務手数料が必要となります。 ●掲載の商品については、店舗によって取り扱っていない場合が
ございますのでご了承ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

◎「FOMA」
「iモード」
「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。◎Google、Android、Google Play
およびその他のマークはGoogle Inc.の商標です。◎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。◎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。◎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。◎「FeliCa」
はソニー株式会社の登録商標で
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。

［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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※画像はイメージです。
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ドコモの強いネットワークが実現する、新たな音声通話サービス。
VoLTE（ボルテ）に対応。
高 音 質 通 話 ： ドコモのLTEネットワークを活用することで、安定した通話に加えて、高音質で
スムーズな発着信が可能。
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
音声通話からかんたんに切換えることが可能。
海 外 対 応 ：「WORLD WING」での海外通話（海外間、海外と日本間）でも、国内同様にVoLTE
の高音質通話、ビデオコール、通話中の高速通信に対応しました。まずは韓国から。

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
●

●

●

●

●

※日本国内では、
ドコモのVoLTE対応端末同士でLTEエリアでの通話の場合にご利用になれます。WORLDWINGでの利用可能エリ
アは、
ご利用の機種により異なります。
詳しくは
「ドコモのホームページ」
でご確認ください。

初回7日間無料＊1！定額で楽しめる３つのサービス。
＜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
＊1 初回お申込みのみ適用となります。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳しくは各サービスの利用
規約などをご確認ください。
サービス利用契約の成立日から起算して7日間、
サービス利用料を無料とします。無料期間中にお客さまよりサー
ビス解約のお申出がない場合、無料期間終了後は有料となり、無料期間終了日の翌日が属する月より月額利用料（１か月分）がかかります。
（土）〜）
に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。
その
＊2 キャンペーン期間（2014年11月1日
他の適用条件は、初回7日間無料と同様となります。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

作品数、
会員数No.1＊3！ 話題の映画、
アニメ、
ライブが月額500円＊4で見放題！

多彩なジャンルの人気雑誌180誌以上の最新号、バックナンバー合わせて1,300冊以上が、
月額400円＊4でいつでもどこでも読み放題！

Facebook、Twitter公式アカウント
「FujitsuMOBILE」
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。

Twitter

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

https://twitter.com/fujitsumobile

powered by レコチョク
人気アーティスト数NO.1＊3！
最新J-POPや懐かしの名曲など、
5,000以上の厳選された音楽プログラムが、
月額500円＊4で聴き放題♪
＊3 国内の定額制・見放題作品数において。2016年6月時点インプレス総合研究所調べ。
＊4 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。

【dTVについて】
※一部の新作コンテンツは個別課金となります。
※権利者の都合などにより、
予告なくコンテンツの
配信が中止される場合があります。
※海外ではコンテンツの視聴はできません。 【dマガジンについて】
※紙版とは
閲覧可能期間、
記事などが異なる場合があります
（付録などはつきません）
。
※雑誌数は追加となる可能性がありま
す。最新情報は
「ドコモのホームページ」
にて確認をお願いいたします。
【dヒッツについて】
※ｍｙヒッツ機能を利用
して視聴登録をした楽曲のみ、指定しての視聴が可能です。
※視聴できる枠（以下「ｍｙヒッツ枠」）
は毎月10曲ずつ
提供されます。
※ｍｙヒッツ枠への登録可能期間は、獲得月を含む、
６か月後の末日までです。
それを過ぎると当該
ｍｙヒッツ枠は自動的に消滅します。
※一度登録した楽曲の変更はできません。
※プログラムタイトル、編成曲は変
更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。
※dヒッツ
（月額300円）
は、
音楽プログラムの視聴のみお楽し
みいただけます。各サービスについて、機種により提供条件、
内容などが一部異なります。詳しくは
「ドコモのホーム
ページ」
でご確認ください。専用アプリケーションのダウンロード、
コンテンツの視聴(一部を除きストリーミング形
式による配信となります)などには別途パケット通信料がかかります。通信料が高額となりますので、
パケット定額
サービスへのご加入を強くおすすめします。
［ドコモの回線契約がないお客様がご利用いただく場合について］
「ｄア
カウント」
が必要です。
spモード契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。

arrows ＠

＠Fケータイ応援団

スマホ初心者から上級者まで、
スマホライフを充実させる情
報をご紹介！

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://atfe.fmworld.net/at/

http://atf.fmworld.net/

スペシャルサイト
「arrows life」
ス マ ー トフォン・タブ レットの ブ ランド
「arrows」が、あなたの生活をもっと楽しく
する旬な記事をお届けします。

スグ電とは、受ける・かける・切るなどの電話の基本操作を、
＊
画面操作をせずにタップレスで操作できる機能です。
＊ 音声終話機能非対応
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http://atfe.fmworld.net/at/arrows̲sp/2015̲win/

※画像はイメージです。
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基本スペック
カメラ

通信
基本機能
サービス

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

約144mm 72mm 7.8mm
約141g
AndroidTM 7.1
MSM8916 1.2GHzクアッドコア
RAM：2GB ROM：16GB
最大256GB
（microSD／microSDHC／microSDXC）
2580mAh ※着脱不可
LTE：約640時間 3G：約780時間 GSM：約630時間
LTE：約530分 3G：約660分 GSM：約600分
約5.0インチ HD IPS液晶
有効画素数 約1310万画素 CMOS
有効画素数 約500万画素 CMOS
最大150Mbps／最大50Mbps
○＊3
ー＊4
○
（IEEE802.11a/b/g/n）
○
Wi-Fi：10台 Bluetooth：4台 USB：1台
＊5
○
（4.1）
ー
IPX5/8＊6／IP6X＊6
○＊7／ー
○＊8非常用節電モード
ー
○／○
＊9
○（FeliCaのみ搭載）
○
○＊10
○＊11

＊1 使用する外部メモリのメーカーにより、
最大対応容量は異なります。最新の対応状況について、詳しくはメーカーホー
ムページなどでご確認ください。また、機種・コンテンツにより制約があります。＊2 通信速度は、技術規格上の最大値で
あり、
実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、
実際の通信速度は、
通信環境
やネットワークの混雑状況に応じて変化します。＊3 高音質通話、
ビデオコール、海外ローミング等に対応。＊4 一部の
エリアに限ります。詳しくは
「ドコモのホームページ」
でご確認ください。LTE-Advancedエリア内でも、電波状況により
LTE通信またはFOMA通信となる場合があります。＊5 Bluetooth機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なった
り、
データのやりとりができない場合があります。対応プロファイルについて、
詳しくは
「ドコモのホームページ」
でご確認く
ださい。＊6 防水・防塵についてはP17をご覧ください。＊7 ワンセグ放送は、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。ワンセグサービスについて、詳しくは
「一般社団法人放送サービス高度化推進協会のホームページ」
（www.apab.or.jp）
などでご確認ください。NHKの受信
料については、
NHKにお問い合わせください。録画には対応しておりません。＊8 必要最低限の機能のみ動作させること
で、待受状態を長持ちさせることができます。＊9 FeliCa方式のサービス
（iD、
モバイルWAON、楽天Edy、QUICPay、
モ
バイルSuica、nanacoモバイルなど）
のみご利用になれます。＊10 WORLD WINGの通話・通信料は国内での通信を対
象とした各種割引サービスの適用対象外です。海外でのご利用について、詳しくは
「ドコモのホームページ」
でご確認くだ
さい。＊11 音声終話機能非対応。
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F-05J 本体付属品
○ F-05J本体

○ 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-05J オプション
○ワイヤレスイヤホンセット 03／04
○キャリングケース 02
○ポケットチャージャー 01／02／03／04B
○ACアダプタ 04／05

○DCアダプタ 04／05
○microUSB接続ケーブル 01＊
○L-01Gセット
〈Black〉
○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。

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-05J 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〉
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。

【製造元】富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社

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。

DC001607
本カタログの内容は2017年6月現在のものです

2017.06

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。

ご購入でご利用料金が

ずっと毎月割引！
の新料金プラン登場
※指定プラン（2年定期契約・解約金あり）へのご加入など条件があります。

同じスマホを長く使うとずっとおトクに！
対 象 スマホのご利 用で ず〜っと 毎月割引

月々の
ご利用料金

これまで

月々の
ご利用料金

月々の
ご利用料金

月々の
ご利用料金

docomo with
適用後

2年目

3年目以降もずっと

ドコモの 通 信品 質・通 信エリア・アフターサポートはそのまま！

詳しくは「ドコモのホームページ」でご確 認ください 。

