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画面割れに強く ＊1、
はじめてのスマホにも
あんしんの日本製。

ブラック



はじめてでも

見やすい＆使いやすい。
いざという時にも

あんしん。

＊1 高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させる試験をクリア（2020年2月現在。富士通コネクテッドテクノロ
ジーズ株式会社調べ）。無故障・無破損を保証するものではありません。 ＊2 国内メーカー製の家庭用泡タイプの
ハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの食器用洗剤を使って洗えます（富士通コネクテッド
テクノロジーズ株式会社試験方法による）。無故障を保証するものではありません。ついた泡は水道水でしっかり
すすいでください。濡れた状態では、充電しないでください。詳細は、「富士通コネクテッドテクノロジーズのホーム
ページ」をご確認ください。 ＊3 MIL規格について詳しくは裏面をご覧ください。 

歩数の計測や血圧管理など、
毎日の健康をサポートします。

ララしあコネクト
はじめてのSNSもあんしん。
趣味の合う人たちと交流できます。

らくらくコミュニティ

おススメのアプリ

1.5mの高さ（日本人男性の平均的な
耳の位置）から落としても割れにくい
のであんしんです。

画面割れに強い＊1

泡タイプのハンドソープや液体
タイプの食器用洗剤で洗えるから
あんしんです。

洗えるスマホ＊2

厳しい環境下でもあんしんして使うことができる設計になっています。

米国国防総省調達基準 MIL規格23項目準拠＊3

文 字や表示が大きく見やすく
なり、さらに「短縮ダイヤル」が
ホーム画面に配置されて使い
やすくなります。

シンプルモード

フリック入力が初心者でも迷わず
操作できるので、スマホの文字
入力がスムーズに行えます。

かんたんキーボード

通常 かんたんキーボード
発信もかんたんな
「短縮ダイヤル」



主な仕様
サイズ※１ ［高さ×幅×厚さ／㎜］
UIM
重量（電池含む）
OS
CPU　
内蔵メモリ［RAM／ROM］※２
外部メモリ最大対応容量※３

ディスプレイ［インチ］
ディスプレイ解像度［横×縦］
HDR
　　　　　　  　　　　 　　　　　　　  　　　       アウト
　　　　　　  　　　 　　　　　　　　  　　　       イン
バッテリー容量※４

電池持ち時間※5

4G（LTE）通信速度※6［受信時／送信時の最大速度］
VoLTE／VoLTE（HD+）
スグ電
WORLDWING※7［対応ネットワーク：4G（LTE）／３G／GSM］
接続端子
ワイヤレス充電（Qi）
防水※8／防塵※9

ワンセグ／フルセグ
おサイフケータイ［FeliCa／NFC（FeliCa搭載）］
生体認証
ハイレゾ※10
FMラジオ※11

有効画素数／F値

本体

カメラ

電池

充電

通信・通話

その他

ディスプレイ

約147×70×8.9
nanoUIM
約144g
AndroidTM 10
SDM450（1.8GHz オクタコア）
RAM 3GB／ROM 32GB
microSDXC 1TB
約5.6／有機EL 
FHD＋ 1080×2220
ー
約1310万画素 CMOS／F値1.9
約810万画素 CMOS／F値2.0
2780mAh ※着脱不可
約105時間
150Mbps／50Mbps
○／○
○
○／○／○
USB Type-C
ー
○（IPX5/8）／○（IP6X）
ー／ー
ー／○
○（指紋）
○
○

本体付属品
○クイックスタートガイド　○ご利用にあたっての注意事項

製品サイト「FMWORLD」
arrowsのスマートフォンなどを
ご紹介しています。
http://www.fmworld.net/product/phone/f-41a/

約1310万画素のアウトカメラを搭載。明るくキレイな写真や、
背景をぼかした本格的な写真がかんたんに撮影できます。

本格的な写真を手軽に撮影

背面のセンサーに触れるだけで、指1本で
かんたんにアプリが起動。キャッシュレス
決済などがかんたんに行えます。

すぐにアプリを起動できる

オプション
○キャリングケース 02
○海外用AC変換プラグCタイプ 01
○ACアダプタ 05/06/07
○ポータブルACアダプタ 01
　kuruko 〈グレー〉〈ブルー〉〈レッド〉
○HW-01Hセット〈Black〉
○DCアダプタ 05
○microUSB変換アダプタ B to C 01
○ポケットチャージャー 04B/04C

○ドコモ光ルーター 01
○3ポートACアダプタ 01
○USBケーブル A to C 02/0.5m〈ホワイト〉
○USBケーブル A to C 02/1.0m〈ホワイト〉〈ブラック〉〈ピンク〉
○USBケーブル A to C 02/1.5m〈ホワイト〉〈ブラック〉
○USBケーブル C to C 02/1.0m〈ホワイト〉
○USBケーブル C to C 02/1.5m〈ホワイト〉
○ポータブルACアダプタ 02

あんしんしてスマホを使える機能

ジュニアモード 迷惑電話対策機能
ネット不通時も使える
FMラジオにも対応。

FMラジオ
未登録番号の相手に
音声でけん制します。

利用できるアプリや
時間を制限します。

起動＆認証

※1 メーカー基準によります。最厚部のサイズとは異なる場合があります。 ※2 すべての容量を使用することはできません。 ※3 メモリメーカーによって
最大対応容量は異なり、機種・コンテンツによって制約があります。 ※4 規格上の基準値です。 ※5 平均的なスマートフォン利用（富士通コネクテッド
テクノロジーズ株式会社2020年3月～2020年4月調査データをもとに算出）があった場合の電池の持ち時間です（ドコモ調べ/メーカー調べ）。使用
期間や、利用状況、エリアによっては表記の時間を下回る場合があります。 ※6 一部エリアに限ります。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。対応エリアは「ドコモのホームページ」でご確認ください。 ※7 渡航先のご利用可否については「ドコモのホームページ」でご確認
ください。 ※8 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。 ※9 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。 ※10 ハイレゾ対応のヘッドセットや
スピーカー（別売）が必要です。 ※11 「radiko＋FM」アプリでFM放送の聴取が可能です。FMラジオのご利用にはイヤホンケーブル（別売）が必要です。

※事前に指紋とアプリの連携設定が必要です。



防水（IPX5/IPX8）・防塵性能（IP6X）について　【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
ご利用でき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。●固形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】●スマートフォンや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり、大変危険ですのでおやめください。そのほか充電に関するご注意に
ついては、「ドコモのホームページ」でご確認ください。●SIM・SDスロット部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。●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。●USB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スロット部キャップ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、NTT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、NTTドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。●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、お客さま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。
［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。］
MIL規格準拠について　米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）の23項目、落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防塵（6時間風速有り）、防塵（脆弱面90分）、塩水
耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（湿度変化）、耐振動、防水（風雨）、雨滴、熱衝撃、高温動作（60℃固定）、高温動作（32 ～ 49℃変化）、高温保管（70℃固定）、高温保管
（30～60℃変化）、低温動作（-20℃固定）、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管、氷結（-10℃結露）、氷結（-10℃氷結）に準拠した試験を実施。充電可能な
温度範囲：5～35℃。使用環境：温度5～35℃、湿度45～85%。風呂場では、温度は5～45℃、湿度は45～99%以下でご使用ください（但し、温度36℃以上または
湿度86%以上は一時的な使用に限ります）。なお、すべての機能の連続動作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。
ご利用にあたってのご注意　●F-41A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）。●衝撃や過度な外圧を加えると、電池の破損・変形などにより発煙・発火などの原因と
なり大変危険です。●ドコモの携帯電話機や充電器などのオプション品をお使いになる前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。ドコモの携帯電話機
に使用する充電器などのオプション品は、ＮＴＴドコモが指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用すると、故障や火災、やけど、怪我、感電などの原因と
なります。●F-41A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。●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。●お客さまご自身でF-41A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のであらかじめご了承ください。●お客さまがインストールを行う
アプリケーションによっては、お客さまのF-41A本体の動作が不安定になったり、お客さまの位置情報やF-41A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-41A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。そのため、Wi-Fi環境でのご利用を強くおすすめします。●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。●本体に金属性の材質を使用しており、まれにお客さま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。●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」「Xi/クロッシィ」「おサイフケータイ」「VoLTE」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。◎　GoogleTM　、　Android　、　Google　Play　および
その他のマークは、　Google　LLC　の商標です。◎Wi-Fi®、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi　DirectおよびMiracast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。◎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。
◎「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。◎その他、本カタログ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。

ドコモnanoUIM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nanoUIMカードは、対応機種
以外ではご利用になれないほか、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などの一部がご利用になれなくなる場合があります。

2020.05 本カタログの内容は2020年04月現在のものです

【製造元】富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 

F-41A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
［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）

※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。

※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）

DC001954※掲載されている画像はすべてイメージです。
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