ARROWS NX

F-06E

5 .2インチ大画面＆3020mAh大容量バッテリー
ンチ大画面＆ 020mAh大容量バッテリー
使いやすさも極めたARROWSの頂点

F-06E
01

※防水性能について詳しくはP.32、P.37をご覧ください。＊ 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

防水
（IPX5/8※）

に閉じているかご確認ください。＊iモード®には対応しておりません。＊掲載内容はAndroid 4.2バージョンの内容となります。＊画像はイメージです。 02

5 . 2インチ大画面 ＆ 3 020 mAh 大容量バッテリー
A R RO WSの頂 点
使いやすさも極めたA
驚くほど美しい
大画面フルHD &フルセグ対応
大画面フルH
フルセグ対応
写真や動画を美しく表示 （P.11、13、14）
ハイビジョン放送「フルセグ」対応 （P.12）
迫力のサウンド!「Dolby ® Digital Plus」搭載 （P.18）

快適な使
快適な使いやすさを追
さを追求
大容量バッテリー＆ヒューマンセントリックエンジン®
大容量
賢い電力消費で省電力を発揮（P.8）
（P.21）
「ブルーラ
ライトカットモー
モ ド」
「ふせたら
せたらサウ
サウンドオフ」
フ （P.22）
（P.23）
滑らかな快適操作「新 サクサクタッチパネル® 」

1630万画素高性能カメラ &
基本機能も充実 !
色鮮やかで明るく美しい写真撮影 （P.15）
1.7GHzクアッドコアCPU （P.9、10）
たっぷり保存できる64GB内蔵メ
64GB内蔵メモリ（P.29）
03

Black

White

＊
「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。 04

薄さ9.9 mm
薄さ9.

耐久性と使いやすさを
いやすさを
兼ね備えた先 進の機 能 美 。

持ちやすくスマートさを実感する薄さ。

キャップレスイヤホンジャック
防水性能はそのままにスタイリッシュなデザイン。

本物の質感
本物の質
サイドの部分は、メタル素材を活かして
質感豊かに美しく仕上げました。

サラサラコート
ディスプレイplus
plus

特殊強化ガラス

皮脂が目立ちにくい
特殊表面処理。
従来よりも指すべりが
良くなりました。

優れた耐傷性と耐久性を
実現しました。

大画面なのに持ちやすい
約

70
mm

アニメーシ
ー ョン
イルミ
スタイリッシュな輝きが
画面を彩ります。
＊イヤホン装着時の
アニメーションイメージです。
05

わずか

3.0
3.
mm

3.0mmの
狭額縁設計により、
大画面5.2インチで
ありながら幅約70mmを
実現しました。

ダイヤモンドタフコート
ボディ裏面には、本物のダイヤモンド粒子を
加えた塗装とウルトラタフガードplusを採用。
通常の塗装と比べ、約3.5倍の耐久性 ※により、
長くきれいに使えます。※F-05Dとの比較

塗装構成

ウルトラ
タフガードplus

カラーA層+
ダイヤモンド粒子
カラーB層
本体

＊ 画像・イルミネーションはイメージです。 06

大容量バッテリーと省電力で、ハイス ペックを存分に楽しむ。
ヒューマンセントリックエンジンによる省電力機能
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。

3 つ のエコレベル

やんわり

パフォーマンスを抑えることで、
電池を長持ちさせます。

しっかり

機能を抑制したりパフォーマンスを抑える
ことでしっかりと電池を長持ちさせます。

オリジナル

自分好みに制限する機能をカスタマイズ
して電池を長持ちさせます。

Wi-Fiエコスキャン

バッテリモニターセンサー

移動中かどうかを自動で検知し、Wi-Fi
アクセスポイントを効率良くスキャン。
省電力に貢献します。

電池残量の状態に
あわせて、さまざま
な機能を使用した際
の使用可能時間の
目安を表示します。

アプリ電池診断

大容量3020mAhバッテリー
大容量
020mAhバッテリー
スマートフォン最大クラスの大容 ［電池容量］
約3020mAh
量 バッテリー を 搭 載し 、動 画 も F-06E
約2420mAh
W e b 閲 覧も余 裕 で 楽しめます 。 F-02E

20％

約

＊使用可能時間は、
利用状況を想定した
もので、使用状況や
使 用 頻 度 によって
異なります。

UP！

容量

急速充電対応
充電速度が大幅にアップしました。 ［満充電になるまでの時間］
約10分の短時間充電で約1時間の F-06E
約180分
通話が可能です。
約260分
F-02E

画面消灯中にもバックグラウンドで動作
し、電池持ちに影響を与えているアプリ
をお知らせします。使用しないアプリを
停止したり、アンインストールすることで
電力の消費を抑えることができます。

省電力を追求した基本設計
30％

約

高性能と省電力を両立したCPUを搭載

短縮

時間

クアッドコアのハイパフォーマンスと、処理量に応じてコア数を賢く制御するCPUで
高い省電力性能を実現します。

＊ ACアダプタ 04
（別売）
と付属の卓上ホルダを使用した場合。
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＊ 画像はイメージです。 08

1.7GHzクアッドコア CPU ×Xi（クロッシィ） で、
どんなコンテンツもスムーズ＆快適。
ハイパフォーマンスと省電力を高次元で両立。
インテリジェントなCPUで、新次元の快適さへ。

ハイパフォーマンスを実現するCPU&GPUを搭載
1.7GHzクアッドコアCPU
待受や音声通話時などの通常時、ゲームの利用時など、かかる負荷の違いに応じて
使用するCPUのコア数を賢く制御して、省電力化を実現します。

GPU「Adreno 320」
ハイレベルな描画性能を発揮するGPUで、ゲームなどの高画質映像も細部まで高精細
に表現。なめらかな動きの美しい映像を楽しめます。
Adreno320（F-06Eに搭載）

Adreno225

＊GPU＝グラフィクスプロセッシングユニット

超高速通信「Xi」に対応
圧倒的なスピードを誇るXiに対応。高画質なストリーミング動画の
視聴やWebブラウジングがより快適に楽しめます。Xiエリア外でも、
※1
FOMAでご利用になれます。
Xiエリア通信スピード
次世代のモバイル専用統合型プロセッサ

「SnapdragonTM 600 APQ8064T」を搭載
ゲキハヤ

激速レスポンスを実現する
激速
激速レ

クアッドコアCPU
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受信時最大

100Mbps

※2

送信時最大

37.5 Mbps

※2

＊受信時最大100Mbps、送信時最大37.5Mbpsは北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります。

+

ハイクラスの画像処理性能を誇る
アド レ ノ

d en
dr
GPU（Adreno320）

※1 FOMAのエリアでは、FOMAハイスピード（受信時最大14Mbps、送信時最大5.7Mbps）の
高速通信をご利用になれます。最大通信速度は機種により異なります。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。
※2 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。
＊ 画像はイメージです。 10

スマートフォンで体験する、かつてない 大画面と高画質！
高画質なフルセグに対応

5.2インチフルHD

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
の細かな部分まで圧倒的な高画質でくっきりなめらかに映し出します。
ワンセグ

フルセグ

ワンセグ放送

フルセグ放送

1セグメントの簡易放送

12セグメントの高画質放送

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13 セグメント

5.2インチ大画面フルHDディスプレイ
HDと比べて約2.3倍の解像度で、静止画はもちろん、動画コンテンツをより
美しく楽しめます。
HD（1280×720）

フルHD（1920×1080）

＊表示されるデータ放送と双方向（データ放送）サービスは、ワンセグ放送の内容となります。＊フルセグの録画には
対応していません。＊地上デジタル放送の放送エリアについては、一般社団法人デジタル放送推進協会のホームページで
ご確認ください（https://www.dpa.or.jp）。＊地形やビルなどによって電波がさえぎられる場合や電波の伝播
状況、利用環境などにより、視聴ができないことがあります。＊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。

シアターモード

卓上ホルダで音量アップ

テレビ（フルセグ/ワンセグ）、NOTTV
（ノッティーヴィー）、YouTube™、ギャ
ラリーなど、横画面で見ることが最適な
メニューを集めました。

卓上ホルダには、テレビなどを楽しむ際
に、音抜けがよく、音量が大きくなる音響
ダクト構造を採用。迫力の音で映像コン
テンツを楽しめます。

本体を横にして、卓上ホルダに
セットして充電を開始すると
シアターモードに切り替わります。

写真店プリントを超えるフォトビューアーとしても使えます。
一般的なサービス判写真プリントの約1.4倍の解像度だから、
美しいフォトビューアーとしても使用できます。
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♩

♪

♪

♬

♪♪

♪

♬

♩

♬

音抜けのよい音響ダクト
＊ 画像はイメージです。 12

ダブル高画質で動画も静止画も極 限 の美しさを実 現！
ダブル高画質

1

忠実色再現（静止画表示時）

Super Clear Panel

周囲の照明の色に加えて液晶パネルの特性にあわせて、見たままの美しい色を表示します。

液晶とパネルの間の空気層をなくして光の乱反射と拡散を低減することで、色彩を
より鮮やかに映し出します。

従来の照明色補正

忠実色再現

Advanced質感表現＋階調感復元（動画視聴時）
従来の
液晶 ※

空気層

F-06Eの
液晶

※F-05D

ダブル高画質

2

液晶パネル
入反射光

強化ガラス
バックライト

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、自然でなめらかな
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。

高性能映像処理エンジン

自然美麗高画質を実現する最新の高画質化技術を搭載しました。動画やギャラリー
内の静止画など、自然な色合いで楽しめます。

環境光適応色補正（動画視聴時）

元映像

動画を視聴している時の太陽光や照明の色などをリアルタイムに読み取り、周囲の光の
状態にあわせて、映像を最適な画質で楽しむことができます。

Advanced質感表現＋階調感復元

Advanced三次元色補正（動画視聴時）
映像の明るさを解析した色補正処理で1000種類以上の画像パターンに応じて、
コンテンツに適した自然な色合いを再現します。

従来の色補正
13

環境光適応色補正

ノイズ除去技術（動画視聴時）

輪郭補正

画像上のノイズ量を推定し適切にノイズを
抑制することで、クリアで格段に美しい
映像が楽しめます。

映 像に含まれる輪 郭や 質 感を判 定し、
最適な補正をすることで、画像ボケやギラ
つき感を低減します。
＊ 画像はイメージです。 14

大切な思い出を使いやすい本格カメラ でより美しく！
1630万画素 高画質カメラ

フルHDムービー撮影

スマートフォン最高クラスを誇る画素数で撮影できる高性能・高画質カメラ。裏面照射
型CMOSセンサー「Exmor R ® for mobile」と、高感度、低ノイズ化と多彩な撮影
機能を実現する画像処理エンジン「Milbeaut ® Mobile」を採用。美しい写真や動画
を撮影できます。

インテリジェントフラッシュ
被写体の距離に応じた明るさでフラッシュが光るため、白飛びや光量不足のない、
キレイな写真が撮影できます。また、フラッシュの光量を大幅にアップし、暗いシーン
でも明るく撮影できます。

細部までくっきりキレイなフルHD（1920×1080）サイズの動画撮影が可能。
＊フルHDサイズの撮影動画保存はmicroSD TMカード（別売）の利用をおすすめいたします。

WDR（ワイドダイナミックレンジ）
逆光の時でもつぶれを抑えたムービー（動画）を撮影できるWDRを搭載しました。逆光
状態で撮影した場合に被写体で暗くつぶれてしまう部分の映像を分析し、背景と同じ
明るさに自動調整することで、被写体の顔などが明るく精細な映像を撮影できます。

カメラまかせでキレイに
色鮮やかで明るい写真をカメラまかせで撮影できます。人物や食べ物などを、キレイ
と思われる最適な色味に。
WDR OFF

WDR ON

動画手ブレ補正
明るく健康的な肌色

鮮やかな発色

背景と人物どちらも明るく

質感まで表現

動きの速い被写体を追いかける場合などにも、手ブレのない美しく鮮明な動画撮影を
手軽に楽しむことができます。

マルチAE
マルチ測光方式で明るさの最適制御を行い、黒つぶれや白飛びを抑えます。

直感的でシンプルな操作
より美しい写真を撮影するため、被写体に集中できる
直感的なカンタン操作を実現しました。保存後の閲覧も
指を左へスライドさせるだけの、わかりやすい操作です。
撮影後の閲覧がスムーズ
の閲覧がスムーズ

従来のAE

マルチAE適用時
MENU

■ スーパーデジタルズーム+超解像
15

左側にスライドして撮った
写真をすぐさま確認

■ 自動シーン認識

■ HDR合成

MENU

撮影

保存

閲覧からすぐ
撮影に戻れる

閲覧

＊ 画像はイメージです。 16

いつでもどこでも、もう好きな番組を 見逃さない！
高画質を楽しめるDLNA®連携（DTCP-IP / DTCP+ 対応）
外出先でも楽しめる
ネットワーク

■ リモートアクセス
経由で録画番組を
ストリーミング視聴
リモートアクセスに対応した専用NAS※に保存
された、自宅で録画した番組やマルチメディア
コンテンツを、家の外からストリーミング視聴や
録画番組を
閲覧ができるようになりました。持ち出し忘れ リモートアクセス対応
ても録画番組を視聴可能なので便利です。
リモート
NASへ移動
※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。

対応のスカパー ! プレミアムサービスチューナー
● TZ-WR320P ● TZ-WR325P ● TZ-HR400P※
● CDT700HD※ （2013年4月現在）

アクセス

リビングでは
大画面！

■ 録画番組視聴
DLNAに対応しているブルーレイディス
クレコーダー※1などにワイヤレスで接続
し、録画した地デジ番組※2をハイビジョン
画質でストリーミング視聴できます。
■ リレー再生機能
ブルーレイディスクレコーダーに録画し
た番組を、F-06Eで再生した続きから、
テレビで再生できます。

家事をしながら

ルーター
どのお部屋でも

BBATHROOM

※2013年4月現在、Dolby Laboratories,Inc.調べ。
＊ Dolby Digital Plusの効果を楽し
むためには、イコライザー等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。
ノッティーヴィー

NOTTV
防水性能を活かして
バスルームでゆったり

■ 現在番組視聴
現在視聴中の番組も、家中どこでも最大720pの高画質でス
大720 の高画質で トリーミング視聴が可能。
ング視聴が可能
リアルタイムに楽しみたいスポーツ中継も見逃しません。
※1 対応機器については、
「FMWORLD」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。※2 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。また、地デジ番組のストリーミング視聴時は、無線LAN
接続はIEEE802.11a/nでの接続を推奨します。＊ご利用には、家庭内無線LAN環境が必要です。
17

Dolby® Digital Plus
次世代マルチメディアでの使用を想定して設計された、
最新のドルビーデジタルプラスを国内メーカーとして
スマートフォンで初めて採用しました※。自分好みの設定
で迫力のサウンドを楽しめます。

LIVING ROOM
M
KITCHEN

● TZ-HR450P※

※USBハードディスクに接続して録画し、ダビングに対応。録画番組視聴には対応していません。
＊本機へのダビング、本機での再生はスカパー ! プレミアムサービスのハイビジョンチャンネルおよ
び一部を除く標準画質チャンネルが対象となります（Ch.番号：500番台、600番台、940番台以降
の番組に対応しています）。＊スカパー ! プレミアムサービスの番組を視聴するためには、別途視聴
契約が必要です。詳しくはスカパー ! カスタマーセンター（総合窓口）へお問い合わせください。

NAS※

■ 持ち出し視聴
ブルーレイディスクレコーダー※1で録画した番組をワイヤレスでF-06Eにダビングして
外出先でも視聴可能。通勤や待ち時間にもハイビジョン映像が楽しめます。

家中どこでも楽しめる

スカパー！プレミアムサービスLink（ダビング・再生）
プレミアムサービスチューナーで録画した番組を、家庭内無線
LAN経由で家中どこでもストリーミング視聴が可能なほか、録画
した番組を本機にダビング（ムーブ／コピー）
して、外に持ち出して
視聴することも可能です。

スマホ向け放送局NOTTVに対応。感性に訴える美し
い映像処理によって、NOTTVの高精細な動画がより
一層楽しめます。
＊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（http://www.nottv.jp/）。
エリア内であっても、利用環境等により、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）。＊一部録画できない番組がございます。
＊表示価格はすべて税込です。 ＊ 画像はイメージです。 18

より豊かでより快適な
「ヒューマンセントリッ
生活を実現する!

ヒューマンセントリックエンジンとは、富士通
により、使う人を中心にした豊かで快適な生
中心で機能しているのが、省電力と高機能を

クエンジン」がさらにパワーアップ！
！

が長年培ってきたモバイルセンシング技術
活をサポートするシステムの総称です。その
両立した独自開発の専用LSIです。

使う場所・
使う人に応じた
最適な使いやすさ

充実した
ライフスタイルを
サポート

○ どんな時も画面を見やすくしてくれる

○ 健康な生活を送るためのアドバイスをしてくれる

○ タッチパネルをサクサク操作できる

○ 朝、快適に起こしてくれる

○ タッチ操作をサポートしてくれる

○ センサーで快適な環境をアドバイスしてくれる

○ 通話をより快適にしてくれる
○ 使用状況に応じて電力の消費を
賢く制御して長く使える

大切な 情報を
守る

○ 安心・安全のセキュリ

19

ティを提供してくれる

＊ 画像はイメージです。 20

使う場所・使う人に応じた 最 適な使いやすさ
「 見やすく」

「 快 適さをサ ポ ート」

気になるブルーライトを軽減

屋外ではっきり見やすい

あわてずにスマートに

ブルーライトカットモード

スーパークリアモード

ふせたらサウンドオフ

画面から発せられるブルーライトを約30％
軽減します。あらかじめ設定をしておくと、
ON／OFFの切替もカンタンにできて便利です。

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調整します。

着信音やアラームの音を一刻も早く止めたい
時に、端末を裏返すだけで音をOFFにする
ことができます。

端末を裏返すだけで
簡単にサウンド・
バイブ OFF!

その場にあった色味に調整

インテリカラー

持っている間は画面が消えない

持ってる間ON

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

昼光色の蛍光灯下では、 電球色の蛍光灯下では、
暖かい色味に。
すっきりした色味に。

「 通 話しやすく」

周囲を検知して最適な音量に

画面の向きがすぐ元通り

気配り着信

戻ってシェイク

歩行・走行状態や周囲の環境を自動で
検知し、着信音量を調整します。

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

傾きと揺れから、手に持っているかどうかを自動で検知。Webサイトや地図アプリなど
を閲覧中に画面が消える心配もありません。

4

静かに
お知らせ

電話中に周りの騒音を感知すると、相手の聞こえ
にくい声を強調したり、相手の声質などの影響で起
こる、受話音の「こもり感」
「軽さ」を整えて聞き取
りやすくします。

静かな場所では…

意図せずに画面の向きがタテからヨコに
変わっても、端末を2回以上振ることで
戻すことができます。
寝転がって画面の向きが
変わっても…

!
SHASKHE

2回以上振る
ことで元通り

HAKE !

♪

♪
移動中でも聞きとりやすく

自動で
切替

ぴったりボイス®
歩行中や走行中に、通話時の行動を自動検知し、通話音声を最適な聞きやすさに自動
調整します。

大音量で
お知らせ
無駄な消耗をなくしてくれる

相手の声をゆっくり
させて聞きやすく

耳年齢に応じて聞き取り
やすい音質にあわせる

反響音をカットして
聞きやすく
ひびき

ゆっくりボイス
21

あわせるボイス® 2

響カット

水平時すぐにスリープ

♪
♪ 騒がしい場所では…

机やソファーなど水平な場所に置くと、
約5秒後にスリープ状態になります。
＊ 画像はイメージです。 22

充実した
ライフスタイルをサポート

使う場所・使う人に応じた
最適な使いやすさ

「 操 作しや すく」

「プロのアドバイス ライフサポート」

究極の操作を提供

持ち方を気にしなくても使える

多忙なあなたに健康のアドバイス

新 サクサクタッチパネル ®

うっかりタッチサポート

健康生活日記〜からだライフ〜

滑らかな描画で指に吸い付くような快
適な操作を実現。スクロールやメニュー
操作の際の使い勝手が向上しました。

スマートフォンを握る手や指が画面の
端にかかっていても誤作動しないので、
しっかり握って い ても安 心してタッチ
操作ができます。

反応しない

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

枕元にスマートフォンを置くだけで、加速度センサーとマイク（音響）が睡眠状態を検知。
就寝時間や起床時間はもちろん、睡眠時間、寝返りの多さ、いびきの音や途切れなど
の詳細な睡眠情報が一目瞭然に。さらに毎日の睡眠状態から、よい眠りのためのアド
バイスメッセージを提供します。

反応する

反応しない

あなたの睡眠環境に合わせて、
より良い眠りのための
アドバイスメッセージを提供。

寝る前のおすすめ体操1
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。

＜メッセージ例＞
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るから、
聞いてみてねヽ(*´∀｀)ノ

＊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。

大画面でも思い通りに操作

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
にしっかりとタッチすること
ができます。さらに、
「利き
手 」設 定 することでより高
精度に補正します。

わ

や

な

か

指 先 方 向に座 標 補 正 するの
で、
「や」が先に反応すること
なく、目 的 の「 な 」の 場 所 が
しっかり反応。押し間違えずに
文字入力できます。

ウォーキング／Exカウンタ

ビューティーボディクリニック

歩数に加え活動量（Ex）も計測できる機
能を搭載しました。毎日の歩数のグラフや
健康支援アドバイスに加え、自己ベスト
＆自己ランキングの記録も可能です。

センシング技 術でからだのバランスを
チェック。
「ミス・ユニバース・ジャパン・
ビューティースクール」監修のバランス
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。

目覚めのいい朝を迎えよう
タッチする感覚が振動でわかる

はっきりタッチ
画面にタッチした瞬間に振動を伝達。タッチと振動のズレがないので、操作をリアル
タイムに実感できます。
23

スッキリ目覚まし
加速度センサーとマイク（音響）を使い、睡眠中のからだの動きや呼吸から眠りの状態
を検知。眠りが浅い時にアラームを鳴動し、スッキリ快適な目覚めを促します。
＊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。
＊ 画像はイメージです。 24

あなたの大切な情報を守る、 確かな技術
安心のセキュリティ

充 実 の セキュリティ

プライバシーモード Ⓡ

セキュリティも煩わしい操作も指一本で

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。パターン入力やパスワード入力をする必要なく
指一本でサッと認証できます。

カチッ

＊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。

ONの時には
アイコンを非表示に

通常画面

プライバシーモード

プライバシーモードのON/OFFに合わせて予測変換を切り替えることができます。

ロック解除
ロック画面

OFFの時には
アイコンで表示

プライバシーモード対応！予測変換

センサーをなぞって

画面ON

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。 ※「NX!ホーム」の時に利用可能です。

今人気のチャットメールアプ
リ（LINEなど）の、新着通知
を非表示にできます。

slide

センサーを押して

ブラウザのブックマーク、アプリケーション※、ギャラリー（静止画、動画）の情報を非表示
にできるセキュリティ機能。スマート指紋センサーで起動・解除が可能です。

アプリの新着も非表示に！

サッ

push

画面表示OFF
（スリープモード）

・スイッチひとつで
画面ON/OFF操作もスマートに
・
「カチッ、サッ」で画面ロック解除

＊入力方法が「NX!input」の時に利用可能です。
ホーム画面

プライバシー対象のブックマークを履歴に残さない
あらかじめ隠したいブックマークを設定（プライバシー対象）
しておけば、プライバシーモード
OFF時に対象のブックマークを閲覧しても履歴に残りません。

ひとつひとつのアプリを守る

＊プリインストールされている「ブラウザ」のみ対象となります。

アプリケーションロック
アプリごとにロックを設定することで、高いセキュリティを保ちます。例えば「ギャラ
リー」や「電話帳」のアプリをロックすれば、一時的に他人に貸した時も内容を見られる
心配がありません。

のぞき見されにくい

プライバシービュー
もうIDやパスワードはスマホまかせ

一度使用したカードはパスワードでロック

パスワードマネージャー

microSDパスワード

入 力が面 倒なI Dやパスワードは、ス
マートフォンで一括管理。暗号化して
記 録 す るの で 、セキュリティも万 全
です。
25

microSDカードにパスワードをかけ
ることができ、他 の 端 末 や パソコン
などに挿 入した場 合でも、個 人 情 報
データの漏えいを防ぎます。

画面に白いフィルターを重ね
て、周囲から画面を見えにく
くします。他人の視線を気に
せずメールやWebサイトなど
をチェックできます。
通常画面

プライバシービュー
＊ 画像はイメージです。 26

毎日使うたびに実感できる、ARRO WSだけの便利機能！
大画面・高性能をより快適に使いこなすための機能
ステータスパネルスイッチ

長押しで
簡単に
入替可能！

画面上部から引き出して表示させるス
テータスパネルスイッチ。8個の機能の
ON/OFFをスピーディーに切り替えら
れます。

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。スマートに保存できます ※ 。
直接手書きしてメール送信やSNSへ投稿することが
できるので友達に地図を教えたり、日記風の写真なども
楽しめます。
※画面によってはキャプチャできない場合があります。
＊スワイプできる位置は「スライドイン機能
能
設定」からお好みで変更できます。

〈設定可能な項目〉
● Wi-Fi
● 画面の明るさ
● エコモード
● プライバシービュー
● ブルーライトカットモード
● SDカード
（安全な取り外し）

● Wi-Fiテザリング
● マナーモード
● GPS
● 持ってる間ON
● Dolby Digital Plus
● 公共モード

● Bluetooth
● 画面回転
● FMトランスミッタ
● 機内モード
● 伝言メモ
● モバイルデータ通信

＊●は初期の表示内容。

画面に手書きで
メモやマーカーを
付けられる！

スライドインランチャー

アイコンカスタマイズに対応
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」の時に利用可能です。

スライドディスプレイ
画面全体を下方向に移動させて、大画面で指の届かなかった部分も片手で操作が
可能です。
広くて
届かない
ところ

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。8項目まで自由に設定で
きます。他のアプリの起動など
でわざわざホームに戻る必要は、
もうありません。
＊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。

画面が
下へ
右下の
アイコンを
タッチ
すると

27

キャプメモ

ホバリング
指をかざ す だけ でブラウ ザ の スク
ロ ー ル や アプリの 操 作 など が 行え
る、新感覚のインターフェース「ホバ
リング」を搭載しました。

画面に触れずにブラウザの
スクロールなどができます。

＊ 画像はイメージです。 28

大容量メモリでたっぷり保存！さらに
大容量64GBメモリ内蔵

富士通モバイル統合辞書+
※

アプリも動画も容量を気にせず楽しめます。microSDXC と組み合わせれば、驚きの
最大128GBまで拡張が可能です。
480p
2Mbps想定

6Mbps想定

10Mbps想定

1630万画素
4MB想定

128kbps
5MB想定

55
18
11
11
12,500
10,000
約

時間分

約

時間分

約

時間分

約

10Mbps想定

16M

使える 高機能も搭載！

約

約

時間分

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を搭載。広辞苑やリーダーズ
英和辞典など、ハイエンド電子辞書専用機と同等の本格有名辞書をフルに活用できます。
30辞書＋6分野別検索
●広辞苑第六版 DVD-ROM版
＋6分野別検索（慣用句•漢字•
※
人名•地名•作品名•季語）
●リーダーズ英和辞典 第3版※
●新和英中辞典 第５版
●新漢語林MX
●みんなで国語辞典② あふれる新語
●KY式日本語
●問題な日本語

●築地魚河岸ことばの話
●裁判おもしろことば学
●現代用語の基礎知識2013年版
●家庭医学館
●角川類語新辞典
●デイリー日中英・中日英辞典
●デイリー日韓英・韓日英辞典
●デイリー日独英・独日英辞典
●デイリー日仏英・仏日英辞典

●デイリー日伊英・伊日英辞典
●デイリー日西英・西日英辞典
●デイリー日中英３か国語会話辞典※
●デイリー日韓英３か国語会話辞典※
●デイリー日独英３か国語会話辞典※
●デイリー日仏英３か国語会話辞典※
●デイリー日伊英３か国語会話辞典※
●デイリー日西英３か国語会話辞典※

※ 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
提供の辞書データ利用により完全版（マルチメディアデータ対応）
となります。＊ 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。

ブラウザ辞書連携（すぐ辞書）
枚分

Webサイトの閲覧中にサイトを表示させたままで辞書機能を利用できてとても便利です。
ポイント2

曲分

＊ROM空き容量を50GBとした場合の理論値です。実際の保存時間や枚数は、利用条件により異なり
ます。※microSDXCカードは、microSDXC対応機種でのみ使用できます。外部メモリーはすべての
動作を保証するものではありません。

ポイント1

吹き出しをタップすると
辞書アプリが起動。

ブラウザ上で選択した
文字をその場で辞書引
きが可能。

ポイント3

検索結果の詳細を
即座に確認。

手書き文字入力（NX!input）
キーボードの上から手書き入力が可能です。記号
や絵文字などの切り替えが不要なので直感的に
素早く文章作成が可能。キーボードのデザインも
お好みで選択することができます。また、利き手や、
指の届きやすい範囲にあわせて、
キーボードの高さや左右の位置を
使いやすく調整することができます。
29

便利に使える充実の機能
ワンセグ

おサイフ
ケータイ

赤外線
通信

緊急速報
「エリアメール®」

バーコード
リーダー

■ かんたんお引越し
初めてのスマートフォンへの機種変更でも、今まで使っていたiモードケータイに蓄積
された情報をカンタンに引き継げる「かんたんお引越し」アプリを搭載しました。
手書き文字入力

キーボード（カジュアル）

＊iモードケータイ対応機種は、2008年夏モデル以降の富士通製FOMA端末です。
＊ 画像はイメージです。 30

様々な機能との連携で、スマホライフ がますます広がる！
Wi-Fi

FMトランスミッタ
スマートフォンの音楽をFM電波で飛ばして、手軽にオーディオコンポやカーオーディオで楽しめます。

2.4GHz/5GHz対応
超高速通信規格「IEEE802.11a/b/g/n/ac」に対応しているので、Wi-Fiが快適に使えます。
＊IEEE802.11acドラフト版に対応。今後の正式規格対応商品や他社のドラフト版対応商品
とは通信できない場合があります。対応商品は「FMWORLD」をご確認ください。

Wi-FiオートON/OFF
Wi-Fiエリアの外に出た時を認識してWi-Fiを自動でOFF。切り忘れによる電池の無駄遣いを防止します。

Wi-Fiテザリング
無線LANルーターとして使えるWi-Fiテザリング機能搭載。本機をアクセスポイント（親機）として、
ポータブルゲーム機やパソコンなどのWi-Fi機器（子機）を最大８台までネットに接続できます。
＊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。初期設定では、外部機器と
スマートフォン・タブレット間でパスワードなどのセキュリティは設定されていません。任意のパスワードなどの設定をおすすめします。

Bluetooth 4.0

＊IPX5/8の防水性能。IP5Xの防塵性能。＊F-06E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、異常の有無に関わ
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。＊IP5Xとは、直径75μm以下の塵埃が入った装置に8時間入れて取り出した時に通信機器の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。
メーカーサイト

Bluetooth標準規格Version4.0に準拠しました。

テレビ出力対応
映像データを高速転送するMHL（Mobile High-definition Link）に対応。また、
Wi-Fi経由で出力が可能なMiracastにも対応しました。写真や動画、Webページ、
ゲームなどをテレビの大画面に映し出して楽しめます。
＊MHLをご利用の際は別売のHDMI変換ケーブルSC01/L01と市販のHDMIケーブルの両方が必要となります。

NFC（FeliCa搭載）
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、無線による双方向データ通信
が実現する「NFC」
（Near Field Communication）に対応。NFCの決済機能にも対応しています。

クーポンの取得もカンタン

Android Beamにも対応

NFC対応のリーダー/ライターにかざすだけで、
手軽にクーポン券や各種特典などを取得できます。

複数のAndroid端末間でさまざまなファイルや
コンテンツをカンタンに共有することができます。

＊FeliCa方式のサービス
（iD、WAON、楽天Edy、QUICPay、
モバイルSuica、nanacoなど）
および
TypeA/B方式のサービスがご利用になれます。TypeA/B方式のサービスは、2013年上期より順次提供
開始予定です。TypeA/B方式のサービスをご利用には、
ドコモminiUIMカード
（ピンク色）
が必要です。
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防水（IPX5/8
（IPX5/8）
・防塵（IP5X
（IP5X）対応
キッチンやお風呂などでも気軽に使えます。

スマホライフがさらに楽しく！

あなたの「知りたい」が必ずある！

@Fケータイ応援団※

ARROWS @

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！

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/

※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/Twitter公式アカウント

FujitsuMOBILE
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！

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

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

32

ドコモサービス
dメニュー

spモード
メールサービス
ドコモのメールアドレス（＠docomo.ne.jp）をご利用いただけます。楽しく便利な絵
文字やデコメール、アプリ連携にも対応しています。
＊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みを同時
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。

インターネット接続サービス
「dメニュー」やインターネットのホームページを閲覧したり、音楽やゲームなどのコン
テンツをダウンロードすることができます。

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。
スマートフォンならではの楽しい、便利なコンテンツがかんたんに見つかります。
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。

dマーケット

spモードコンテンツ決済サービス
アプリやコンテンツを購入する際の代金を、毎月のドコモのケータイ料金と一緒に支払う
ことができます。

スマホにうれしいこと、たくさん。映画やドラマ・アニメ・音楽・電子書籍・ゲーム・ショッピング
に加え、dクリエイターズも登場！ 「スマートライフ」の新しい可能性をdマーケットから。

＊本サービスに対応したコンテンツに限ります。

＊各サービスのご利用にはspモード（315円／月）のご契約が必要です。また、ご利用には別途パケット通信
料がかかります。 ＊コンテンツ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。 ＊各サービスのご利
用には、一部を除き専用アプリのダウンロードまたはアップデート（パケット通信料有料）が必要となります。

電話帳バックアップサービス
電話帳データを電話帳バックアップセンターに自動で定期的に預けることができます。
＊ご利用には初期設定が必要です。 ＊電話帳バックアップセンターへのバックアップ、スマート
フォンへの復元には送受信データ量に応じたパケット通信料がかかります。

あんしんパック
スマホのあらゆる あんしん をオールインワン。

しゃべってコンシェル

ケータイ補償お届けサービス

「調べたいこと」や「やりたいこと」などをスマートフォンに話しかけると、その言葉の
意図を読み取り、サービスや端末機能の中から最適な回答を画面に表示します。さら
に、待受画面上のマチキャラがしゃべって答えてくれる「しゃべってキャラ」にも対応。
月額使用料：無料

お申込み：不要

＊ご利用（アプリのバージョンアップを含む）には別途パケット通信料がかかります。 ＊詳しくは
ドコモのホームページをご確認ください。

水漏れ・故障・紛失…ケータイが万が一、
トラブルに遭ってもあんしん！お電話1本
で1〜2日以内に交換電話機（リフレッシュ品）を直接お届けします！

スマートフォンあんしん遠隔サポート
スマホのお困りごとをお電話1本で一緒に解決！専門のオペレーターが遠隔でお
客様の画面を見ながら操作案内いたします！

あんしんネットセキュリティ
メールやアプリ・ドコモのサービスを日々利用するのにあんしん！ドコモ
がおすすめするスマートフォンのセキュリティをまとめて利用できます！
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＊表示価格はすべて税込です。 34

OPTION

SPEC

F-06E 本体付属品
○F-06E（保証書含む）

F-06E 主な仕様
○ 卓上ホルダ F40

F-06E オプション
○ＡＣアダプタ Ｆ０5
○ワイヤレスイヤホンセット ０２
○ＡＣアダプタ Ｆ０6
○骨伝導レシーバマイク ０２
○アンテナ付イヤホン変換ケーブル ＳＨ０１
○ポケットチャージャー ０１
○ＨＤＭＩ変換ケーブル ＳＣ０１
○ＡＣアダプタ ０３
○ＨＤＭＩ変換ケーブル Ｌ０１
○海外用ＡＣ変換プラグＣタイプ ０１※
○ＢｌｕｅｔｏｏｔｈヘッドセットＦ０１
○ｍｉｃｒｏＵＳＢ接続ケーブル ０１※
○Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈヘッドセット用ＡＣアダプタＦ０１
○ＤＣアダプタ ０３
○ＦＯＭＡ 充電ｍｉｃｒｏＵＳＢ変換アダプタ Ｔ０１
○ポケットチャージャー ０２
○ＰＣ接続用ＵＳＢケーブル Ｔ０１
○ワイヤレスイヤホンセット ０３
○ドライブネットクレイドル ０１
○ＡＣアダプタ ０４
○車載ハンズフリーキット ０１
○Ｌ−０３Ｅセット＜Ｂｌａｃｋ＞
◎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。
※ F-06E本体と接続するには、ACアダプタ 03との接続が必要です。

通信速度
Xi:100Ｍbps/37.5Ｍbps※1,2
FOMAハイスピード:14Ｍbps/5.7Ｍbps※2,3

Wi-Fi
（無線LAN）

防水

○

ＩＰＸ５/8等級

おサイフケータイ※4
○ NFC
（FeliCa搭載）
Wi-Fiテザリング※5
○
NOTTV※6
○

フルセグ/ワンセグ
○
エリアメール
○
GPS/オートGPS
○ オートGPS

赤外線通信
○
WORLD WING
クラス4（3G ○/3G850 ○/GSM ○）
急速充電※7
○

約163g

質量

3G：約680分

連続通話時間

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。

LTE：約560時間

GSM：約720分

3G：約560時間

GSM：約460時間

3020mAh ※着脱不可

電池容量

約 5.2インチ Full HD（1080×1920）

ディスプレイ
カメラ

アウトカメラ：約1630万画素 CMOS インカメラ：約130万画素 CMOS

CPU

Qualcomm APQ8064T 1.7GHzクアッドコア
Android 4.2

OS

RAM：2GB

メモリ
防水/防塵

1

○

FOMAハイスピード/Xi

○/○
○
○（IEEE802.11a/b/g/n/ac 2）2.4GHz/5GHz

Wi-Fi
Bluetooth

ROM：64GB

○
（IPX5/8）
/○
○
（IP5X）

spモード
﹇ その他 機 能 ﹈

※1北海道、東北、信越、北陸、中国、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。 ※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。 ※3 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。 ※4 FeliCa方式のサービス
（iD、WAON、楽天Edy、
QUICPay、モバイルSuica、nanacoなど）およびTypeA/B方式のサービスがご利用になれます。
TypeA/B方式のサービスは、2013年上期より順次提供開始予定です。TypeA/B方式のサービスを
ご利用には、
ドコモminiUIMカード
（ピンク色）
が必要です。 ※5 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。初期設定では、外部機器とスマートフォン・タブレット間で、
パスワードなどのセキュリティは設
「NOTTV」
定されていません。任意のパスワードなどの設定をお勧めします。 ※6 視聴は有料となります。
の 放 送エリア内にて視 聴いただけます。詳 細はN O T T Vオフィシャルサイトにてご確 認ください
（http://www.nottv.jp/）。 ※7「急速充電」
とは、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、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％以上の充電効率化が満たせる充電機能のことです。
ご利用には
「ACアダプタ 04」
（別売）
が必要です。

約139×70×9.9mm

サイズ
（H×W×D）

連続待受時間

サービス／機能対応表
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F-06E

HSP、DUN、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、
（ HFP、
）
PBAP、HDP、PASP、ANP、TIP、PXP、FMP

○ 4.0

スマート指紋センサー

○

FMトランスミッタ

○

GPS
DLNA/DTCP-IP

○
○/○
○

USB機器接続

○

MHL/Miracast

○
○/○

急速充電

○

3

※1 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-06E本体を8時間入れて
かくはんさせ、取り出した時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。※2 IEEE802.11ac
ドラフト版に対応。今後の正式規格対応商品や他社のドラフト版対応商品とは通信できない場合があります。対応
商品は「FMWORLD」
をご確認ください。※3 ACアダプタ 04、ACアダプタ F05、ACアダプタ F06使用時。
＊ 画像はイメージです。 36

＜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。

❶

❷ ❸

2.4 FH/XX 1

❹

❶ ❷ ❸
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。
2.4 DS/OF 4
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
❹
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。
【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-06E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。

＜
「急速充電」
について＞
「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。

＜防水／
／防塵性能について＞
＊IPX5/8の防水性能。IP5Xの防塵性能。
＊F-06E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、
異常の有無に関わらず、
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。
＊IP5Xとは、
直径75μm
以下の塵埃が入った装置に8時間入れて取り出した時に通信機器の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。

ます。●充電時間は電源を
「切」
にして、
空の状態から充電した時の目安です。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-06E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-06E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-06E本体の動作が
不安定になったり、
お客様の位置情報やF-06E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-06E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。●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。
◎
「FOMA」
「Xi/クロッシィ」
「iモード」
「spモード」
「おサイフケータイ」
「デコメール」
「dメニュー」
「dマーケッ
ト」
「Xiパケ・
ホーダイフラット」
「エリアメール」
「 WORLD WING/ワールドウイング」
は、
株式会社NTTドコモの商標または登録
商標です。◎Google、
Android、
Playストア、
YouTubeは、
GoogleInc.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。◎MHLは、
MHL,LLC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 CERTIFIED TM 、
WPA TMおよびWi-Fi Protected Setup TMは
Wi-Fi Allia n c eの商 標です。◎micr o SD、m i c r o SD X CはSD - 3 C ,LL Cの商 標です。◎「 E x m o r 」
「Exmor R for mobile」
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。◎「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。◎「ATOK」
は株式会社ジャストシステムの登録商標です。◎「サクサクタッチパネル」
「ぴったりボイス」
「あわせるボイス」
「響カッ
ト」
「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」
は、
富士通株式会社の登録商標です。◎Qualcomm、
Snapdragonは、
Qualcomm Incorporatedの登録商標
です。◎
「NOTTV」
および
「NOTTV」
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」
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。◎
「FeliCa」
はソニー株式会社の登録商標です。◎QRコードは、
株式会社デンソーウェーブの登録商標です。◎AOSSTMロゴおよびAOSSTMは株式会社バッファローの商標
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。
◎FacebookおよびFacebookロゴは、
Facebook,Inc.の商標です。◎HDMIはHDMI Licensing LLCの商標
または登録商標です。◎スカパーはスカパーJSAT株式会社の商標です。◎DiXiMおよびDiXiMロゴは、
株式会社
デジオンの登録商標です。◎Dolby、
ドルビー及びダブル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。◎LINEはLINE株式会社の商標です。◎その他、
本誌に記載
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。◎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。
【F-06E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
一般電話などからの場合
（局番なし）
（ 無料）
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受付時間

0120-800-000

＊一般電話などからはご利用になれません。 ＊一部のIP電話からは接続できない場合があります。

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2013年05月現在のものです

ご利用にあたってのご注意
●F-06E本体、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。●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-06E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
37
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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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ARROWS NX

5 .2インチ大画面＆3020mAh
ンチ大画面＆ 020mAh大容量
大容量バッテリー
バッテリー
使いやすさも極めたARROWSの頂点

F-06E

