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4G対応 激速クアッドコア CPU 自然美麗高画質
ハイスペック防水スマート フォン
ゲ キ

ハ ヤ

エース

つい ずい

他の追随を許さない
処理能力！

201F

驚くほど圧倒的な高速通信！

目を見張るほどの超美麗画質！
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4G対応×1.5GHz激速クアッドコアCPU
×サクサクタッチパネル ですべてを感動の速さで使える
自然美麗高画質！ 4.7インチHD大画面Super Clear Panel
超高画質エンジンとDolby Mobileで、映画や音楽が大迫力で楽しめる
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いつでも快適に使える！ ヒューマンセントリック機能！
スマートフォン最大クラスの大容量2420mAhバッテリー×急速充電×NX!エコ
Android OS 4.1搭載！
誰もが最高の1枚を撮影できる1310万画素高性能カメラ
TM
TM

＊防水・防塵性能について詳しくはP33をご覧ください。＊画像はイメージです。 02

美しさ×強さ。洗練されたフォルム
より美しく、より強く。

ウルトラタフガードplus

所 有 する喜 びを満 たしてくれる、 磨き抜 か れ たフォルム。

低摩擦で滑り具合の良いフッ素系ハード
コートを採用。傷が付きにくく塗装も剥が
れづらいので、ボディが長期間キレイに。

大 画 面 の 良さを活 かした 機 能 的 なデ ザインが
より一 層 の 先 進 性を演 出します 。

ウルトラタフ
ガードplus
カラーA層
カラーB層
本体

キャップレスイヤホンジャック
端子キャップなしでも防水に
対応したイヤホンジャック。
スムーズにイヤホンを
さすことができます。

特殊強化ガラス
優れた耐傷性を誇り、
落 下や 衝 撃 からディ
スプレイを守ります。

Super Clear Panel
空気層をなくすことで
光の乱 反 射と拡 散を
低減し、より美しい映
像が楽しめるディスプ
レイを採用。

サラサラコート
ディスプレイ
指 紋や皮脂 が目立ち
にくいコーティングを
施し、汚れが気になら
ずいつでもキレ イな
液晶を実現。

サイドキー
大きくて押しやす
い電源ボタンと音
量ボタンを採用。

幅65mm

大画面＆
小型化構造
狭 額 縁 設 計により、
4.7インチの大画 面
ながら幅65mmを実
現。コンパクトで持ち
やすいスタイリッシュ
なデザインに。
Ocean Blue
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White

Sparkling Pink

Black

＊画像はイメージです。 04

激速レスポンスを実現する1.5GHz
極限まで快適さを追求することで、
前人未到のパフォーマンスが、
この1台に。

クアッドコアCPU＋2GB RAM
圧倒的な処理能力を誇る次世代クアッドコアCPUと、
2GBのRAMを搭載することで、余裕の高速処理を実現！
スマートフォン最高クラスの激速レスポンス

次世代クアッドコアCPUを搭載

これまでにない高度な処理能力で、
さまざまな大容量コンテンツをストレスフリーで
利用できます。
また、4つのエンジン
（コア）
は、
処理の負荷に応じて必要なエンジン
数を調整するなど、
省エネにも配慮した無駄のない最適な動作を実現します。
〈パターン1 Webブラウジングなどの動作の場合〉 〈パターン2 ハイクオリティゲームなどの動作の場合〉
タスク

タスク

CORE
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CORE
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CORE
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2つのコアで処理

CORE

2

CORE

3

CORE
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4つのコアで処理

さらに快適な操作性

2GB RAM搭載

作業スペースの大きさを示すRAMはスマートフォン最高クラスの2GB。アプリの
起動や画面の切替もスムーズです。
RAMとは…
スマートフォン上で処理を行う際の作業スペースの大きさ。
これが大きい程たくさん
の処理を同時に行ったり、
１つの処理を高速で行ったりすることができます。
メモリをデスクワークに例えると…

次世代のモバイル専用統合型プロセッサ

「Snapdragon™ S4 Pro APQ8064」を搭載

RAMが小さいと…
メモリが少なく、
効率が悪い

RAMが大きいと…
メモリが多くなり、
作業が速い

書類

=

201Fは2GBの
RAMを搭載!!

激速レスポンスを実現する

GPU（Adreno320）

作業机
=

クアッドコアCPU

ハイクラスの
画像処理性能を誇る

アプリや
データ
メモリ

狭い
05

広い
＊画像はイメージです。 06

ハイレベルの描写力で、ハイレベル
もっと高精細に。
もっとなめらかに。
スマートフォンの描写力は、
ここまで進化した！

細部まで表現する描写力

ハイレベルのGPU「Snapdragon S4 Pro Adreno320」

驚異的な描画性能を持つGPUで動画を極限まで精細に表現。
なめらかに気
持ち良く楽しめます。

のスピードで、常識を超える
ぶっちぎり速い4Gで、
超高速通信が楽しめる！

下り最大76Mbpsで快適な通信環境を実現

超高速通信「SoftBank 4G」に対応

下り最大76Mbpsの超高速通信
に対応。
地図やWeb
「SoftBank 4G」
サイトをサクサク閲覧でき、
高精細な
動画や大容量のゲームなどを驚くほ
ど高速にダウンロードできます。

受信時最大：76Mbps
送信時最大：10Mbps

通信速度比較

Adreno225の
3〜4倍の画像処理性能!!

Adreno320（201Fに搭載）

07

Adreno225（101Fに搭載）

4G

受信時最大

76Mbps

3G ハイスピード

受信時最大

7.2Mbps

3Gハイスピード比

約10倍

＊SoftBank 4Gは通信規格としてAXGPを採用しています。
SoftBank 4Gは、
当初の第3世代移動通信システ
ムに比べて相当な水準の改善を提供する技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合
（ITU）
の
声明に基づきサービス名称として使用しています。
SoftBank 4Gサービスは、
専用機種以外は利用できません。
＊画像はイメージです。 08

あらゆる画像を美しく映し出す、最新

の高画質化技術
あらゆる画像を色鮮やかでクリアに再現する高画質化技術

高性能画像処理エンジン

優れた色補正、クリアな質感表現などの最新の高画質化技術を搭載しました。
ワンセグや動画、ギャラリー内の静止画など、あらゆる画像を自然で実在感の
ある色合いと質感で楽しめます。
あらゆる映像の色合いを最適化

Advanced三次元色補正

1000種類以上の画像パターンをも
とに解析し、自然な色合いを表現し
ます。

どんな描写もより鮮明に。
高精細を追求したテクノロジーを凝縮!!

1000種類以上の
画像パターンを
もとに解析

入力画像

コンテンツ 色補正処理
特徴解析

映像ごとにクリアな質感を実現

Advanced質感表現

映像を分割して緻密に解析。艶のあ
るコントラスト感を活かした質感表
現と、自然でなめらかなグラデーショ
ンを両立しました。
空と地面を
分割して解析

入力画像

最先端のディスプレイテクノロジー

4.7インチHD Super Clear Panel

1280×720ピクセルの高解像度ＨＤディスプレイを搭載。液晶とパネルの間
の空気層をなくすことで光の乱反射と拡散を低減するため、より色彩を鮮やか
に映し出します。
従来のLCD

201FのLCD

LCDパネル
強化ガラス

空気層

入反射光
バックライト
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花びらの色彩を
ナチュラルかつ
鮮やかに表現

Advanced三次元色補正

■ノイズ除去技術
画像上のノイズ量を推定し適切にノ
イズを抑制するので、クリアで格段
に美しい映像が楽しめます。

Advanced質感表現

青空などの
平坦な部分
の質感を表現

■輪郭補正
映像に含まれる輪郭や質感を判定し、
領域ごとに最適に補正をするので、
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。 10

いつでもどこでも美しい映像と高音質
どこにいても映像を満喫

もっと楽しさ広がる、いろんな番組が楽しめる

DLNA 連携（DTCP-IP対応）

家中どこでも楽しめる

録画番組視聴

D L N A 対 応 のブル ーレイディスク
レコーダーなどをワイヤレスで接続し、
録画した地デジ番組※をハイビジョン画
質でストリーミング視聴できます。
リビングでは
大画面！

LIVING ROOM

スカパー! プレミアムサービス持ち出し視聴

■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、201Fとレコーダーの間で
引き継いで、続きから再生できます。

どの
お部屋
でも

いろんな部屋で

BATHROOM

就寝前の
リラックスタイムに

家中どこでもライブで楽しめる

現在番組視聴

ブルーレイディスクレコーダーとの接続で、現在放送中の番組も視聴可能。
高画質な番組を、家中どこでも楽しめます。
外出先でも気軽に使える

スカパー！ プレミアム
サービスチューナー※

プリインストールの
「DiXiM Player」
アプリでダビング&再生。

ダビング可能なスカパー! プレミアムサービスチューナー
・TZ-WR320P ・TZ-WR325P ・TZ-HR400P※ ・CDT700HD※

外出先で
（2012年12月現在）

※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。

さまざまなコンテンツを大画面で楽しめる

テレビ出力（MHL:Mobile High-definition Link）対応

録画した番組を
201Fにダビング

外出先でも
楽しめる！

※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。＊対応機器については、FMWORLD（富士通ホームページ）をご覧ください。接続
する機器により実現できる機能は異なります。＊ご利用には、家庭内無線LAN環境が必要です。
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BS対応スカパー ! アンテナ

ルーター

BEDROOM

ブルーレイディスクレコーダーで録画
した番組をワイヤレスで201F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。

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、
ハイビジョン画質のまま201Fにダビング（ムーブ／コピー）して、外出先でも
楽しめます。また、家中どこでも楽しめる録画番組視聴も可能です。

お風呂で
くつろぎながら

ルーター

持ち出し視聴

を楽しめる

最新のモバイルデバイス用高速転送インターフェース「MHL」に対応。フル
HDで撮影した動画や写真、ゲームなどを、テレビの大画面に映して、みんな
で楽しめます。＊接続機器によっては、別途市販のアダプタやケーブルが必要となります。
極上の音質を味わえる

Dolby® Mobile v3

バーチャル5.1chのサラウンド※で、まるでホームシアターのような臨場感あふれる
高品質なサウンドを楽しめます。 ※ステレオイヤホン（別売）接続時のみ利用できます。
＊画像はイメージです。 12

1310万画素高性能カメラ

すべての人を魅了する美しい写真を、誰でも

カンタンに
抜群の使いやすさ

新ユーザーインターフェース

写真撮影はもっと身近になる。
これからは、静止画も動画もスマートフォン任せ。201Fのカメラ機能なら、
自動で美しい写真を作り出してくれるので、面倒な操作も複雑なセッティングも一切不要です。

スマートフォンのカメラとは思えないほど美しい写真にチューニング

パーフェクトチューニング

富士通オリジナルの「パーフェクトチュ
ーニング」なら、色鮮やかで明るい写
真をカメラ任せで撮影できます。食べ
物や夜景など、
あらゆる被写体を最適
な色味に。
いつでも美しい写真を

自動シーン認識

人物や風景、夜景、接写など、撮影
シーンをカメラが自動で判別し、最
適なモードで撮影可能 。QRコード
の自動認識にも対応しているので、
Webサイトなどへのアクセスもカン
タンです。
高精細な動画が撮影できる

フルHDムービー撮影
13

直感的な操作性で、
格段に使いやすいカメラ機能に進化させました。
シャッター
チャンスを逃さずにより感覚的に撮影できるのはもちろん、閲覧までもスムーズ
に行えます。
■わかりやすいカメラメニュー
やりたいことが一目で見
つかるメニュー画 面を用
意 。目的の機 能にすぐに
たどり着けるので、撮影が
よりスムーズに。
タッチフォーカス

■ピンチイン・ピンチアウトズーム
２本の指を画面上で開いたり閉じたり
するだけで、
ズーム調節が可能です。

鮮やかな発色

カメラメニュー

■左フリックで撮影画像を確認できる
撮影中に、ファインダー画面上で左
フリックをすると、ギャラリーが起
動。撮影した写真をすぐにチェック
できます。
左フリックで
ギャラリーが起動

メリハリのついた明暗に

撮りたい瞬間にサッと撮れる

高速起動

決 定的なシャッターチャンスを逃さ
ないために、起 動時間約 0.5 秒 ※と
非常に高速です。また、ロック画 面
のカメラアイコンからも、認証なしで
即起動できます。
※撮影設 定条 件により、起 動時間が長くなる
場合があります。

高級デジタルカメラにも搭載の高機能

ハイダイナミックレンジ
（HDR）合成

■高速連写
シャッターを押し続けるだけのカンタ
ンな操作で、高速連写が可能。逃し
たくない一瞬を確実にとらえます。

＊一度に連写できるのは、
100枚までとなります。
シャッター
チャンスで
長押し！！

■サイドキーでもシャッター可能
画面をタッチしにくい時はサイドキ
ーの をプッシュ。本体をしっかり
と構えて撮影したい時に便利です。

＊画像はイメージです。 14

より豊かでより快適な生活を実現する 「ヒューマンセントリックエンジン®」搭載

スタミナ充電
しかも省電力

大容量バッテリーを
効率よく！

充実した
ライフスタイルを
サポート

ヒューマンセントリックエンジンとは、
富士通が長年培ってきたモバイルセンシング技術により、
使う人を中心にした豊かで快適な生活をサポートするシステムの総称です。

タッチパネルを
サクサク
操作できる

その中心で機能しているのが、
省電力と高機能を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

健康な生活を
送るための
アドバイスを
してくれる

大切な
情報を守る
通話をより快適に
してくれる
安心・安全の
セキュリティを
提供してくれる

慣れない
操作をサポート
してくれる

15

＊
「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。 16

Human Centric Engine

大容量バッテリーを効率よく！
スマートフォン最大クラスのバッテリーを搭載

大容量2420mAhバッテリー

格段に使いやすくするため、2420mAhの大容量バッテリーを搭載しました。
約1.3倍!

[電池容量（mAh）]
201F

2420mAh

101F
0

1000 1500 2000 2500（mAh)

電池を長持ちさせる

NX!エコ

バッテリーの消費に関する機能について、
まとめて省エネ設定がで
「NX!エコ」。
わかりやすい3つのモードでカンタンにバッテリー節約
きる
が可能です。

付属のACアダプタを使用すれば、共通オプションのACアダプタ（ZTDAA1）を
使用した時と比べて最大約1.6倍※の速さで充電できます。うっかり充電を忘れ
てしまった朝など、急いでいる時に便利です。
※バッテリーが空の状態、
USBコネクタ経由で充電した場合。
1時間あたりの充電量の比較となります。

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。
持っていることを
認識すると
アイコンでお知らせ

17

戻ってシェイク

画面回転機能により、寝転がった時など、意図せずに
画面の向きがタテからヨコに変わっても、201Fを2回
以上振ることで戻すことができます。

!
SHAKE
SHAKE
!

2回以上
振ることで
元通り

気配り着信

歩行・走行状態や周囲の環境を自動で検知。静かな場所では着信音量を小さ
く、歩行中や騒がしい場所では大きくしてお知らせします。
静かな
場所では…

静かに
お知らせ

自動で
切替

うっかりタッチサポート

急速充電

持ってる間ON

画面の向きがすぐ元通り

持ち方を気にしなくても使える

短い時間でバッテリーを充電

持っている間は画面が消えない

使う場所・使う人に応じた最適な使いやすさ

周囲を検知して最適な音量に

1800mAh
500

Human Centric Engine

無駄な消耗をなくしてくれる

水平時すぐにスリープ

机やソファーなど水平な場所に置
くと、指 定した時 間 にかかわらず
約5秒後にスリープ状態になります。

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、
反応
する
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

騒がしい
場所では…

大音量で
お知らせ

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。

タッチ座標を補正して、意図した
位置をきちんとタッチできる

指先になじむ操作感

サクサクタッチパネル

Ⓡ

自分の指になじむような操作感を実
現。タッチ精度が飛躍的に高まり、
使い勝手がさらに向上しました。

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。
＊画像はイメージです。 18

Human Centric Engine

使う場所・使う人に応じた最適な使いやすさ
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

聞き取りやすさを追求
4

電話中に周りの騒音を感知すると、
音域ごとに相手の聞こえにくい声を
強調したり、相手の声質や端末の特
性などの影響で起こる、受話音の「こ
もり感」
「軽さ」を整えたりして聞き取
りやすくします。

ゆっくりボイス

相手の声をゆっくり聞こえるように
設定できます。違和感のないスピード
で聞き取りやすくするので、相手が早
口で話しても安心です。

はっきりボイス for コミュニケーションアプリ

コミュニケーション
アプリ

＊使用するアプリケーションによっては、バージョン
アップなどにより本機能の効果が得られないこと
があります。

はっきりボイス

年齢に合わせた自動配色補正機能。色の彩度に対する感度は年齢によって異
なり、加齢とともに青の色覚特性が変化します。ユーザーの年齢に合わせて青
味を調節し、識別しやすい配色を実現します。

補正前
短波長に対する
感度が低下。視
界が黄色味を帯
び、青色が見え
にくくなります。

コミュニケーションアプリの声がよりクリアに
富 士通 独自の音声 機 能「はっきり
ボイス」
が、話題のコミュニケーション
アプリに対応し、さらに聞きやすくな
りました。

年齢に合わせて見やすく

あわせるビュー

騒がしいところでも
相手の声が
聞きやすい！

聞きやすい音声に自動調整

補正後
青味成分を強
調することで、
識 別しやすい
配色に補正して
くれます！

動きに合わせた文字の大きさに

あわせるズーム

動いていることを自動で検知し、メー
ルやWebブラウザの閲覧時に文字の
大きさを読みやすいサイズに自動で
変換します。

その場に合った色味に調整

インテリカラー

蛍光灯、
電球、
太陽光など、
環境により
異なる光の状態を検知。画面の色味を
自動的にベストな状態に調整します。

＊プリインストールされている「NX!メール」と
「ブラウザ」のみ対応。

ぴったりボイスⓇ

動きを検知すると…

歩行中や走行中を検知して、最適な通話音量に自動で調節。電話相手の声を
聞きやすくします。

zoo
mU
P!
昼光色の蛍光灯下では、すっきりした色味に。

利用者の耳年齢に合った音質に

あわせるボイスⓇ2

あらかじめ入力した利 用者の年 齢
や、選択したサンプル音から、利用者
の耳年齢に応じた聞きやすい音質に
自動補正します。
19

お風呂での通話も大丈夫

響カット
ひびき

お風呂や広いホールなど、音が反響す
る場所でもクリアな通話が可能に。送
話音声から反響音を削除して、相手に
明瞭な音声を届けます。

通常時

画面をズーム

電球色の蛍光灯下では、暖かい色味に。

＊画像はイメージです。 20

Human Centric Engine

大切な情報を守る
セキュリティ機能も使いやすく

あなたに安心のセキュリティを

スマート指紋センサー

プライバシーモードⓇ

指一本で、画面ONから画面ロック解除、一連の認
証解除操作までを行えます。あらかじめ指紋を登録
しておけば、
パターン入力やパスワード入力をする必
要なく、
一連の操作をスマート＆快適に実現します。
＊水滴がついていると、正常に認識しない場合があります。

カチッ

指定した人物に関するメール・連絡先・発着信履歴をはじめ、
ギャラリー（静止
画・動画）
・ブックマークまで非表示にできます。スマート指紋センサーの長押し
で、起動／解除が可能です。
・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

■受信メール一覧の表示

指定した人物が
非表示に

指定した受信メールが
非表示に

サッ

push

slide

センサーを
押して
画面ON

センサーを
なぞって
認証操作

画面表示OFF
（スリープモード）

ロック画面

ひとつひとつのアプリを守る

アプリロック「milock（マイロック）」

アプリごとにロック設定が可能。起
動時の認証操作で高いセキュリティ
を保ちます。他人に見られたくない
「メール」アプリや「カレンダー」アプリ
など、万が一紛失した際も安心です。

ホーム画面

IDやパスワードの管理もスマホまかせ

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、201Fが一括管理して、必要な時
にカンタン操作で入力できます。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。

プライバシービュー

画面に模様を重ね表示内容を見えにく
くして、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。

プライバシーモード

OFF

プライバシーモード

ON

プライバシーモード

OFF

プライバシーモード

ON

＊プリインストールされている「NX!電話帳」
のみ対応。

＊プリインストールされている「NX!メール」
のみ対応

■アプリケーションシークレット

■着信やメールをさり気なくお知らせ

アプリごとにシークレット設 定が 可
能。シークレット設定されたアプリは、
プライバシーモードをONにすると自
動的に隠れるので安心です。

指定した人物から新着メールや不在着
信があった場合は、電池アイコン※が切
り替わり、
さり気なく通知します。

＊富士通独自アプリ（NX!ホーム）設定時の
み 利用可能です。

画面上の情報を見えにくく

21

■連絡先一覧の表示

通常画面

プライバシービュー

着信時
平常時
※電池アイコンの種類は事前に設定可能です。
＊画像はイメージです。 22

Human Centric Engine

究極の使いやすさを実現した
「NX!メール」

充実したライフスタイルをサポート

富士通オリジナルのメールアプリをプリインストール

あなたに健康のアドバイス

NX!メール

健康生活日記 〜からだライフ〜※

■睡眠ログ

シンプルなユーザーインターフェースで直感的操作が可能な富士通オリジナル
の「NX!メール」アプリをプリインストール。S!メールを使いこなすための便
利機能が満載です。

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

加速度センサーとマイク（音響センサー）を使い睡眠状態
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、いびきの音の大きさ、いびきの間の途切れなど
の詳細な睡眠情報が一目瞭然に。毎日の睡眠状態からよ
り良い眠りのためのアドバイスメッセージを提供します。
その他の便利な機能
■ビューティーボディクリニック ■高橋尚子のウォーキング・
ランニングクリニック
■ウォーキング/Exカウンタ
■体組成計連携 ■パルスチェッカー
■血圧計連携・脈拍表示

アカウントごとに確認できる

マルチアカウント管理

睡眠ログ

目覚めのいい朝を迎えよう

スッキリ目覚まし※

加速度センサーとマイク（音響センサー）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。

S!メールやSMS、
Gmail、
プロバイダメールなどの
複数アカウントを一元管
理できます。
メールアカウ
ントごとにアプリを起動し
なくても、
ワンタッチでアカ
ウント別表示が可能です。

好きな条件で使いやすく振り分け

便利なフォルダ機能

アドレスや本文・件名の
キーワードなど、
あらゆる
条件で受信メールをフォ
ルダに振り分けて、
わか
りやすく整理することが
できます。

名前入力ですぐに見つけられる

送信先インライン検索

名前を入力するだけで、自動で送信先候補が表示される
インライン検索に対応。送信するたび、アドレス帳から
検索する必要もありません。

※電池残量が十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。

センサーで検知してあなたにアドバイス

温湿度チェッカー

内蔵の温度・湿度センサーで利用している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。

23

送り忘れを防ぐ

メール予約送信
メールを作成し、送信日時を指定して
おくと、
自動でメールを送信できます。
家族や友人の誕生日など、大切な日
のメール送信忘れを防ぎます。

送れない状況でも安心

圏内自動送信

メール送信時に圏外だった場合、下書
きフォルダに保存され、圏内に入ると
自動的に送信するよう設定できます。
＊画像はイメージです。 24

もっと便利に、
もっと快適に。
あらゆる

便利機能が満載!!
あらゆる画面を瞬時に保存! 上から手書きもOK

ますます便利に

キャプメモ※1

Android 4.1

Google Nowなどの新機能をサポートし、スマートフォンをより快適にするための
機能が満載です。
高速通信規格

Wi-Fi®

■2.4GHz/5GHz対応
高速通信規格「IEEE802.11a/b/g/n」対応でWi-Fiを快適に利用できます。
無線LANルーターとして使える

アプリの起動もラクラク

Wi-Fiテザリング

スライドインランチャー※1

201Fをアクセスポイント（親機）
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（子機）
を最大８台までネットに接続できます。

Wi-Fi 接続

画面の端から画面の中央へ指を動か
すだけで、表示している画面が保存さ
れ、
さらにそのまま手書き入力が可能で
す。地図上に道順を書いたり、注目し
てほしい箇所にマーカーを引いたりと、
多彩な使い方が楽しめます。書いたメ
モはSNSなどへワンタッチで共有でき
るので便利です。

ゲーム機

最大8台まで
同時接続可能

画面端から中央へ指を動かすとラン
チャー（アプリ一覧）が表示され、ア
プリをすぐに起動できます。表示アプ
リは8個まで設定可能です。
画面端から
指をスライドさせて
カンタン起動！

画面端から
指をスライドさせて
表示画面を保存

画面に手書きで
メモやマーカーを
付けられる！

切替なしでスイスイ入力できる

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。記号や絵文字 ※2などの切替が不
要なので、
直感的にすばやく文章が作
成できます。韓国語や中国語
（簡体字）
にも対応。
かなモードのまま
絵文字を手書き

パソコンなど

データ交換もカンタン＆スムーズに

NFC（FeliCa搭載）

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。さまざまなデータのやり取りが行えます。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る「Android Beam」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。

25

※1 指のスライドを始めるスポットは任意で設定可能です。
※2 絵文字に対応したアプリ使用時に入力が可能です。
®

よりスムーズな日本語入力を。
「ATOK 」採用
ATOKは快適な文字変換を実現する日本語入力システム。長文や話し言葉
の変換はもちろん、類義語の提示、
さらには敬語・ビジネス用語・専門用語
にも対応しているので、
どんな文章の入力もスムーズです。
＊画像はイメージです。 26

もっと便利に、
もっと快適に。
あらゆる
かけたい相手の名前をカンタン表示

手書き検索

わざわざ電話帳を開かずに、画
面 上で直 接 手 書きをして、電
話をかけたい相 手の名 前をカ
ンタンに呼び出すことができま
す。アプリや辞書などを含めて
検 索 候 補に表 示させることも
可能です。

便利機能が満載!!
有名な本格辞書がこの１台に

メインメニュー
ボタンを長押し

直接手書き

入力された手書き
文字で絞り込み

富士通モバイル統合辞書+

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、全30種類の本格辞書をフルに活用でき
ます。さらに、Webサイトを表示中に選択した文字を
その場で辞書引きできる
「すぐ辞書」に対応しました。
30辞書＋6分野別検索
●広辞苑第六版

よく使う機能のON／OFFがカンタン

ステータスパネルスイッチ

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。

〈設定可能な項目〉
12個の項目の中から好きな8個を設定できます。
● Wi-Fi
● Dolby Mobile
● 画面の明るさ
● Bluetooth
● 今すぐエコモード ● 画面回転
● プライバシービュー ● GPS
● マナーモード
● FMトランスミッタ
● 持ってる間ON
● 機内モード

メールをもっと楽しく

絵文字&顔文字

人気の顔文字351種と絵文字約2300
種をプリインストールしました。SNSや
S!メールで使用すれば、何気ない文章も
楽しく演出できます。
機種変更もラクラク

かんたんお引越し

今まで使っていたケータイに蓄積された情報を、
microSDカードを経由して一括で
カンタンに引き継ぎできます。
ケータイからのデータ移行もスムーズです。
＊対象機種は820T、
821T、
822T、
921T、
823T、
824T、
830T、
831T、
832Tです。
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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２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

●デイリー日伊英・伊日英辞典

●現代用語の基礎知識

●デイリー日中英３か国語会話辞典※

●裁判おもしろことば学

2012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

●デイリー日西英・西日英辞典

●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、すぐにご利用いただけるのは簡易版となります。
詳細版はダウンロードにより追加できます。
＊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。

大容量データの保存だって余裕

microSDXCTM対応

最大64GBのmicroSDXCに対応しました。より大容量・高速なデータのやり取
りが可能。本体のメモリと合わせて、
お好きな動画をたっぷりと保存できます。

かわいらしいキャラが人気

くーまんの部屋

季節や時間、
場所に合わせて、
くーまんがおしゃべりする
「くーまんの部屋」
をプリインストールしました。ホーム
画面上にウィジェットを貼って楽しめます。

Dora communications

＊画像はイメージです。 28

もっと便利に、
もっと快適に。
あらゆる
家電製品との連携で使い方広がる

便利機能が満載!!
緊急速報メール

Bluetooth 4.0

Bluetooth標準規格Version4.0に準拠。家電製品との通信を最適化し、省電
力性を向上させました。さらにaptX対応のヘッドフォンやワイヤレススピーカー
と接続して、高品位なサウンドをワイヤレスで楽しめます。

気象庁が配信する緊急地震速報※を受信することができます。対象エリア内で
速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知ら
せします。また国・地方公共団体からの災害・避難情報を受信できる緊急速報
メールに対応しています。

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

※気象庁の緊急地震速報とは、地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析
して震源や地震の規模（マグニチュード）
を直ちに推定し、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、
強い揺れ（震度4以上）が予測される地域を、
可能な限りすばやく知らせる情報です。

＊すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

世界対応ケータイ

FM波を飛ばして手軽にラジオで聴ける

渡航先の通信事業者のネットワークを使用し、日本国内でお使いの電話番号・
メールアドレスが海外でも利用できます。

FMトランスミッタ

いつもスマートフォンで再生している音
楽を、
カーオーディオやオーディオコン
ポで楽しめます。手軽にFMの電波で
飛ばせるので、配線などのわずらわしさ
がありません。
＊アンテナを伸ばしてご利用いただくことを推奨
します。

♪

カーオーディオ

USB機器接続

パソコンを使わずにU S B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。
＊FAT32フォーマット機器に対応。接続には別
途専用のケーブル（別売）などが必 要になりま
す。なお、
すべてのUSB 機 器との接続を保証す
るものではありません。また、USB接続HDDは
AC電源接続での運用を推奨します。
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＊世界対応ケータイのご利用にはお申し込みが必要です。通常はご契約時にあわせてお申込みされています。
＜2012年12月21日現在の対応地域＞ 通話：世界223の国と地域、S!メール：世界195の国と地
域、
メール（SMS）
：世界222の国と地域、Web：世界195の国と地域
＊海外でのご利用の場合は、国内でのご利用料金と異なります。
サービスエリアや通信料に関する詳細
は、
ソフトバンクモバイルホームページ（http://www.softbank.jp/mb/）
をご確認ください。
メーカーサイト

♪

オーディオコンポ

データの受け渡しもバックアップもカンタン

♪

♪

スマホライフがさらに楽しく！

@Fケータイ応援団

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！

あなたの「知りたい」が必ずある！

ARROWS @

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/

＊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
ht tps: //t wit ter.com /# ! /
FujitsuMOBILE/

＊画像はイメージです。 30

APPLICATION & SERVICE

本体付属品
□201F
（保証書含む）
□メモリカード
（試供品）

今冬提供開始予定
TVに差すだけで新作映画やドラマが自宅にいながら楽しめる！ 新作映画を含む
約4万本のラインナップから、あなたの観たい1本がきっと見つかります。
ご利用イメージ
1 自宅のTVに

2 スティックを
つなぐだけで

3 固定ブロードバンド
4 しかもスマホが
回線のWi-Fi環境で視聴！ リモコンに！

□卓上ホルダー
□お願いとご注意

□クイックスタート
□ACアダプタ

オプション
□ACアダプタ
□電池パック
□充電microUSB変換アダプタ □卓上ホルダー
主な仕様
サイズ（W×H×D）

□電池カバー

約65×129×10.8ｍｍ
（突起部除く）

質量
連続通話時間 ※1
連続待受時間 ※2
バッテリー容量
ディスプレイサイズ

TV

専用スティック

Wi-Fiルーター

スマートフォン

＊コンテンツの利用には、
各サービスごとに別途利用料金がかかります。
＊
「SoftBank SmartTV」
をお申込み後、
2年以
内に解約した場合、
契約解除料4,750円
（税込）
がかかります。
＊接続するＴＶにはHDMI端子とUSB端子
（700mA以
上の電源供給）
が必要です。
＊ご利用には、
固定ブロードバンド回線のWi-Fi接続環境
（6Mbps以上）
が必要です。
なお、
モバイルWi-Fiルーター・テザリングは、
非対応となります。
＊詳しくはソフトバンクモバイルホームページをご確認ください。

月額：
490円
（税込）

S!ベーシック
パック：必須

カメラ

その2 携帯番号でログインができる！

＊詳しくはソフトバンクモバイルホームページをご確認ください。

月額情報料：
399円
（税込）
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S!ベーシック
パック：必須

GSM：約450時間

4.7インチ HD
（1280×720）
メインカメラ：1310万画素 CMOS
インカメラ：125万画素 CMOS
RAM 2GB/ROM 32GB

OS

Android 4.1

高速通信

おサイフケータイ

その他機能

■ソフトバンクモバイル限定のオトク！
その1 月額情報料2ヶ月無料！

オススメ 4
データお預かりサービスが50GBも
使い放題！

GSM:約520分

3G：約460時間
2420mAh

Qualcomm APQ8064
（1.5GHz クアッドコア）

Yahoo!プレミアム for SoftBank

オススメ 3
Yahoo!オークションが制限なしで
使い放題！

4G：約300時間

メモリ

防水／防塵

■Yahoo！JAPANのサービスがもっとおトクになる特典がいっぱい！
オススメ 1
オススメ 2
人気コンテンツがスマホで使い放題！
割引クーポン使い放題!

約151g
3G：約640分

CPU

スマート指紋センサー

Yahoo！プレミアム for SoftBankとは、Yahoo！ JAPANが提供する有料会員
サービスです。月額399円（税込）
で、充実のスマホコンテンツや割引サービスが
利用できます。

□電池パック

SoftBank 4G
（下り:最大76Mbps/上り:最大10Mbps）
○
（IPX5/8）
／○
（IP5X）
○

ワンセグ

○
○

FMトランスミッタ

○

3G＋GSM
赤外線通信

○

GPS
DLNA/DTCP-IP
USB機器接続
MHL
FeliCa/NFC
外部メモリ
イヤホンジャック
急速充電対応
Bluetooth
Wi-Fi/Wi-Fi Direct

○
○
○／○
○
○
○／○
○microSD/microSDHC/microSDXC
（最大64GB）
3.5φ
（キャップレス）
○
○
（4.0）
（HFP、HSP、DUN、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP、PASP、ANP、TIP、PXP、FMP）
○
（IEEE802.11a/b/g/n）
2.4GHz/5GHz／○

※1 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的
な計算値です。※2 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、通話や操作をせずに、電波が正常に受
信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信／緊急地震速報を無効に設定したときの数値です。また
使用環境（充電状況、気温など）
や機能の設定状況などにより、
ご利用可能時間が変動することがあります。
■連続通話時間、
連続待受時間は実際にご利用された場合と異なることがあります。

＊画像はイメージです。 32

＜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。
■Bluetooth ®の周波数帯について
本機のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2400MHzから2483.5MHzまでの周波数を使用します。
2.4FH/XX1
本機は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式およびその他の方式を採用し、与干渉距離は
約10m以下です。
：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（無線LAN）の周波数帯について
本機のWi-Fi（無線LAN）機能は、2.4GHz帯の2400MHzから2483.5MHzまでの周波数を使用します。
2.4DS/OF4
本機は2.4GHz 帯を使用します。変調方式としてDS-SS 方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離
は約40m以下です。
：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。

2.4FH/XX1

2.4DS/OF4

＊利用可能なチャンネルは、国により異なります。航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。Wi-Fiおよび
Bluetoothを海外で利用する場合、
ご利用の国や地域によっては機能などが制限される場合があります。
その場合は、
その国の
使用可能周波数、
法規制などの条件をご確認のうえ、
ご利用ください。
【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。
【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。
●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】
IEEE802.11a/n
（W52・W53帯域）
の屋外使用は法令により禁止されています。

＜防水／防塵性能について＞
◎電池カバーは確実に取り付け、端子キャップはしっかりと閉じてください。接触面に細かいゴミ（髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など）が挟まる
と、水や粉塵が侵入する原因となります。◎端子キャップや電池カバー周囲のゴムパッキンは、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。◎端子キャップや電池カバーのすき間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、水や粉
塵が侵入する原因となることがあります。◎端子キャップや電池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、電池パックを外してください。◎本機が濡れているときは、乾いたきれいな布でふき取って
ください。◎手や本機が濡れているときに、電池カバーや端子キャップの開閉は絶対にしないでください。◎常温（5℃〜35℃）の真水・水道水にの
み対応しています。◎本機に次のような液体をかけたり、
つけたりしないでください（石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水／海水／プールの水／温泉、熱
湯など）。◎海水やプールの水、清涼飲料水などがかかったり、ホコリ、砂、泥などが付着した場合には、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、故障の原因となります。◎砂や泥などがきれいに洗い流せていない状態で使用すると、本体が傷ついたり、破損するなど
故障の原因となります。◎湯船やプールなどにつけないでください。また水中で使用しないでください（キー操作を含む）。◎本機は耐水圧設計では
ありません。水道やシャワーなどで強い流水（6リットル／分を超える）を当てたり、水中に沈めたりしないでください。◎風呂場など湿気の多い場所に
は、長時間放置しないでください。また風呂場で長時間利用しないでください。◎サウナでは使用しないでください。またドライヤーなどの温風はあて
ないでください。◎本機は温度：5℃〜35℃、湿度：35％〜90％の範囲でご使用ください（風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃〜40℃
の範囲で可能）。◎コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・低温になるところに置かないでください。◎マイク、レシーバー、スピーカー部の穴に水
が入ったときは、一時的に音量が小さくなることがあります。十分に水抜きと乾燥を行ったうえでご使用ください。◎電池パック・卓上ホルダー・ACア
ダプタ・オプション品は、防水／防塵対応していません。◎落下させるなど、本体に強い衝撃を与えたり、
マイク、レシーバー、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。防水／防塵性能が損なわれることがあります。◎イヤホンジャックは濡れたまま、あるいは砂や埃が付着したま
ま使用せず、また、綿棒や尖ったものでつつかないでください。◎温度・湿度センサーに水滴を残さないでください。温度と湿度が正常に測定できな
いおそれがあります。◎砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。レシーバー、スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなる恐れがあります。
◎タッチパネルに水滴が付いている状態や濡れた指でタッチ操作を行った場合、正しく動作しないことがあります。◎結露防止のため、寒い場所か
ら風呂場などへは本機が常温になってから持ち込んでください。万一、結露が発生したときは、取れるまで常温で放置してください。◎本機は水に浮
きません。◎強い雨の中では使用しないでください。◎濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因になります。◎電池カ
バーや端子キャップに劣化、破損があるときは、防水／防塵性能を維持できません。これらのときは、
「ソフトバンクショップ」までご連絡ください。◎
IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から約12.5リットル／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。◎201Fにおける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電話機として機能を有することを意味します。◎IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が
入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。◎本機の防塵性能
はIP5X相当の保護度合を保証するものであり、砂浜の上に直接置くなどの利用方法に対して保証するものではありません。
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○S!メール、デコレメールは、
ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。○SOFTBANKおよびソフトバンク
の名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。○Google、Android、
Gmail、Playストアは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。○スカパー! は、スカパーJSAT株式会社の商標です。○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はSD-3C,LLCの商標です。○「Dolby」およ
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。
○Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INCの登録商標です。○aptXはCSR plc.の商標です。○DiXiMは、
株 式会 社デジオンの登 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。○「ヒューマンセント
リックエンジン」
「 サクサクタッチパネル」
「プライバシーモード」
「 ぴったりボイス」
「あわせるボイス」
「響カット」は、富士
通株式会社の登録商標です。○MHLはMHL,Inc.の商標または登録商標です。○
およびAOSS™は株式会社
バッファローの商標です。
○
「milock」はオーセンテック株式会社の登録商標です。○「Facebook」は、Facebook,Inc.の商
標または登録商標です。
○
「Twitter」は、Twitter,Inc.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。
○「デコメ」
「おサイフケータイ」は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。○QRコードは株式会社デンソー
ウェーブの登録商標です。○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。○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。○本カタログの内容は2012年12月
現在のものです。掲載の商品の写真に関しては、印刷物のため、色等実物と異なる場合があります。掲載されている画像は全
てイメージです。記載の商品の仕様・機能は予告無しに変更する場合がありますので、ご了承ください。

ご注意
○201Fをお使いになる前に、クイックスタート・お願いとご注意をよくお読みの上ご使用ください。また、電池パックなどを
お使いになる前には、安全上のご注意をよくお読みの上ご使用ください。

【スマートフォン テクニカルサポートセンター】スマートフォンの操作案内
※
※
○スマートフォン／ソフトバンク携帯電話から 151
（無料）
○一般電話から
0800-1700-151
（無料）
○自動音声応答サービス…受付時間24時間 ○オペレーター対応…受付時間 AM9：00〜PM8：00 ただし、一部のお問い合わせを除く。

※海外からはご利用いただけませんのでご了承ください。

【ソフトバンクモバイル株式会社】カスタマーサポート
［総合案内］
※
※
○ソフトバンク携帯電話から 157
（無料）
○一般電話から
0800-919-0157
（無料）
○海外からおかけの場合 +81-3-5351-3491
（有料、
ソフトバンク携帯電話からは無料）
○自動音声応答サービス…受付時間24時間 ○オペレーター対応…受付時間 AM9：00〜PM8：00 ただし、一部のお問い合わせを除く。

※海外からはご利用いただけませんのでご了承ください。

製造元：富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社

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。
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4G対応 激速クアッドコアCPU
自然美麗高画質
ハイスペック防水スマートフォン
ゲキ

ゲキ

ハヤ

ハヤ

4G対応 激速クアッドコアCPU×自然美麗高画質
ハイスペック防水スマートフォン
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