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スタイリッシュなタブレット。
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軽くて電池長持ち！ フルセグも楽しめる
スタイリッシュなタブレット。

※1 フルセグの録画にはmicroSDカード（別売）が必要です。 ※2 防水・防塵    性能について詳しくはP.27をご覧ください。  ＊「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。 
＊ご使用の際は端子キャップとスロットキャップが確実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。＊掲載の内容はAndroid™4.2バージョンの内容です。 ＊画像はイメージです。

指1本のかんたん指紋認証で
自分専用スタイルに切替え。

電池長持ち、スリムボディの
防水軽量タブレット。

フルHDを超える
超高精細ディスプレイ×
録画対応フルセグ。

認証証で
替ええ。

ディのの

×

F-02F

WQXGA
（2560×1600）

ディスプレイ

約519g
軽量ボディ

2.2GHz
クアッドコア
CPU

9600mAh
大容量
バッテリー

64GB
内蔵メモリ
（ROM）

Dolby®
Digital
Plus

防水（IPX5/8）
防塵（IP5X）

※2

※2

録画もできる

フルセグ
対応

※1

防水
（IPX5/8）※2



優れた耐傷性により日常使用でのキズから

ディスプレイを守るタフさを備えています。

DESIGN

＊画像はイメージです。

（本体）
カラーB層

カラーA層

ずっと手にしていたい、美しさ。

43

ホワイトを基調に、美しく磨かれたデザイン。
軽さが、ラウンドフォルムが手に心地いい。

指すべりが心地よい。

スーパーグライドコーティング

美しいボディを長くキレイに保つ。

ウルトラタフガード
大容量バッテリーを搭載しながら、手軽に持

ち運べる軽さとスリムボディを実現しました。

長時間持っていても負担になりにくく、ノート

のようにカバンに入れて手軽に持ち出せます。

特殊表面処理により、指すべりがなめらかな

ので、Webページのスクロールなどを快適

に行えます。また、指紋や皮脂がついた際に

も簡単に拭きとれます。

本体裏面に低摩擦ですべりがよいフッ素系

ハードコートを採用。手に触れた感覚が心地よ

く、また傷がつきにくく塗装も剥がれにくいので

ホワイトの美しいボディを長くキレイに保てます。

どこへでも手軽に持ち出せる。

約519g、薄さ約8.9mmの軽量・スリムボディ

キズや衝撃からディスプレイを守る。

タフガード層

繋ぎ目のないシームレスなボディ。

手になじむ、持ちやすいラウンドフォルム。

白色・スクエア型のすっきりとした指紋センサー。

高級感漂う光沢を施しつつ、
本体に溶け込むスマートなデザインの
フロントステレオスピーカー。

[ホワイト]



BATTERY驚きの電池持ちで、この軽さ。

65  ＊画像はイメージです。

パワフルバッテリー＆省電力、しかも軽量だから大画面をとことん使える。

電池長持ちを実現する9600mAhのパワフル

なバッテリーを搭載。動画やインターネットを

楽しむための十分なパワーを備えています。

しかも約519gの軽量ボディで、どこへでも

手軽に持ち出せます。

電池長持ち、しかも軽量。

大容量バッテリー×軽量ボディ
画面OFF時にはCPUのコア数などを抑え

て省電力に貢献。さらにアプリごとにCPU

のパフォーマンスを最適化することで、

快適なレスポンスはそのままで、省電力化

を実現します。

使用状況に応じて無駄なく省電力。

ヒューマンセントリックエンジン®

きめ細かな設定で電池を長持ちさせることが

できます。また指定した時間や電池残量

になると自動的にエコモードに切り替わる

ように設定もできます。

エコモードでさらに電池長持ち。

NX! エコ

＊充電を促すメッセージ表示後に、同梱の卓上ホルダF43およびACアダプタF07を使用して充電した
場合（富士通調べ）。 ＊お客様のご利用状況、通信環境により、使用可能時間は異なります。

短時間の充電でたっぷり使える急速充電に対応。わずか30分の充電で、ブラウザは約5時間、

動画は約4時間視聴可能です。

サッと充電できるから安心。

急速充電

動画再生やブラウザなど、さまざまな機能

の使用可能な残り時間の目安が、リアル

タイムでわかります。

残りの使用可能時間がひと目でわかる。

バッテリモニターセンサー

＊お客様のご利用状況、通信環境により、使用
可能時間は異なります。 

ど

楽しむための十分なパワーを備え

軽量ボデ で軽量ボディで、

す。

楽しむための十分

軽軽

ま

楽しむための十分

しかも約519gの

手軽

かも約519gの

軽に持ち出せま



DISPLAY大画面で、とびきりの映像美を。
高精細な大画面に自然な美しさを追求した映像技術。

 ＊画像はイメージです。

ギャラリー内の静止画やYouTube™など、表示する画像や映像に合わせて、色合いや輪郭の

補正、超解像処理がされるので、より自然な印象、緻密な描写でコンテンツを美しく表示

できます。

動画も静止画も自然な美しさで表示。

映像処理エンジン「Xevic（ゼビック）」

画質補正なし 画質補正あり

＊使用するアプリや表示するコンテンツによっては画質補正されない場合があります。

より自然な色合い

ディテールまで
はっきり

87

LCDパネル

強化ガラス

入反射光

バックライト

ARROWS Tab F-05E：WUXGA
（1920×1200）

ARROWS Tab F-02F：WQXGA（2560×1600）
フルHDより高精細なWQXGAディスプレイを

採用。タブレット最高クラスの解像度で目を

見張る美しさを体感できます。

大画面でくっきりと映る、感動の美しさ。

WQXGA（2560×1600）ディスプレイ
密着構造により、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抑え

て、色彩をより鮮やかに映し出します。　　

　　

色彩を鮮やかに映し出す。

Super Clear Panel

空気層

従来のLCD ARROWS TabのLCD



ENTERTAINMENT

109 ＊画像はイメージです。

対応の機器に録画した地デジ番組※1を、Wi-Fiを介してリビング以外の部屋で視聴したり、

外に持ち出すことも可能。タブレットの大画面を活かして、まるで自分専用のテレビのように

番組視聴を楽しめます。さらに、DTCP+に対応したNAS※2にコンテンツを保存すれば、

外出先からリモートアクセスしていつでも視聴することができます。

家でも外でも大画面で録画番組を楽しめる。

DLNA®連携（DTCP+対応）

“持ち出せるテレビ”という感動を。
場所を選ばず、大画面で最高の映像と音を楽しむ自由を。

【録画番組視聴／現在番組視聴】
【リレー再生機能】

【リモートアクセス】

【持ち出し視聴】

ARROWS Tabなら、
外出先でも、

家庭内の各お部屋でも
大画面で楽しめる！

ベッドルーム

バスルーム

就寝前の
リラックスタイムに

ルーター
録画した番組を
Wi-Fi経由で
ARROWS Tabに
ダビングして
持ち出しできる！

NASに保存した
録画番組を

外出先からアクセスして
ストリーミング再生

できる！

録画した番組を
Wi-Fi経由で
他の部屋で再生
できる！

お風呂で
くつろぎながら

NAS※2

＊ご利用には、家庭内無線LAN環境が必要です。＊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。 ※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。

テレビのない部屋やお風呂、外出先でも自宅のテレビと同じ高解像度で、大画面のフルセグ放送を

楽しめます。さらに、同梱のUSB同軸変換ケーブルを使用することで、ご家庭の安定した電波環境で

受信が可能。また、フルセグ録画※にも対応しており、予約録画や録画番組の再生を行うことができます。

場所を選ばず、自宅のテレビのように楽しめる。

フルセグ対応

＊フルセグのデータ放送は受信できません。＊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」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。＊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。
※フルセグの録画にはmicroSDカード（別売）が必要です。

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

デジタルプラスを採用。自分好みの設定で迫力のサウンドを楽しめます。

＊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機能を同時に使用しないことをおすすめします。

ワンセグ フルセグ

本体を充電しなが
ら視聴できる卓上
ホルダを同梱。

卓上ホルダを同梱

【持ち出し視聴】

＊卓上ホルダは防水には
　対応していません。

録

外出先での
リモートアクセスでも
持ち出しでも、
大画面で楽しめる！

ステレオスピーカーを正面に配置し、迫力あるサウンドがダイ

レクトに響きます。さらに、大型スピーカーを採用したことで、

低音から高音までクリアでバランスがよい音響を楽しめます。

臨場感あふれるリアルなサウンドが響く。

フロントステレオスピーカー
スカパー! プレミアムサービス
の「放送中の番組」の視聴や
「録画番組」の再生にも対応！



STYLE CHANGE

家族それぞれが、自分の使い方に合わせて壁紙やアイコン・ウィジェットの配置などを自由に

カスタマイズした専用のホーム画面を持つことができます。しかも、スマート指紋センサーで

一人ひとりの指紋を登録すると、センサーをなぞるだけのカンタン操作で、自分専用のスタイル

にスムーズに切り替えられます。

指1本で家族それぞれの専用画面に切り替えられる。

スタイル切替

指先ひとつで、自分らしく。
それぞれに合ったスタイルで、家族みんなでの共有利用が可能。

＊画像はイメージです。 1211

多彩なスタイルで一人ひとりの個性に応える

スタンダード1 スタンダード2

スタンダード3

キッズスタイル2

キッズスタイル1

かんたんスタイル＊指紋センサーでのスタイル切替はファミリーモード時にご利用できます。

＊専用のホーム画面は、最大で6つまで設定できます。



STYLE CHANGEカンタン、安心、楽しみ広がる。
カンタン操作で使いこなせる、充実の安心機能やインターネット。

＊画像はイメージです。 1413

インターネットも
見やすく

わかりやすい！

利用制限時間を設定できる
お子様の利用できない時間の設定ができ

るので、夜間や早朝などの利用を禁止で

きます。また、1日の利用上限時間を設定

して使いすぎを防止することもできます。

利用したアプリの履歴を確認できる
お子様が利用したアプリの利用回数や

日時を履歴で確認できるので、お子様の

利用状況が把握できます。

使えるアプリを限定できる
お子様が利用できるアプリと、できない

アプリを指定できます。

キッズ切替ガード
ファミリーモードのキッズスタイルで

お子様が利用する際に、他のスタイルに

切り替えられないようにあらかじめ設定

できます。

お子様に安心して使っていただけるスタイル。

お子様に安心して渡せる制限設定

お子様向けアプリ
お子様が楽しめるアプリとして「どうぶつ

しょうぎウォーズ」をプリインストールしま

した。

お子様が便利に使える機能

キッズスタイル 見やすくわかりやすい操作のシニア向けスタイル。かんたんスタイル

かんたん設定
ユーザー設定も、見やすく整理した画面か

ら直感的に選択できるので、細かい設定も

カンタンに行うことができます。

 50音入力
金融機関などのATMと同じ「あいうえお」

方式で文字入力ができます。50音表の

表示も大きく見やすい文字になっている

ので、入力したい文字がすぐに見つか

ります。

かんたんインターネット
「検索」や画面の「拡大」「縮小」などを、

わかりやすいアイコンで表示。初めての

方でもカンタンに使えます。

 みんなで一緒にゲーム
「将棋」や「麻雀」のゲームアプリをプリイン

ストール。ネット対戦をきっかけに、たくさん

の人と交流することができます。

みんなとつながる「らくらくコミュニティ」
利用者が共通の趣味や話題を通じて、色々な人たちと交流を楽しめるインターネット
サービス（SNS）。同じ趣味の利用者と語り合ったり、お気に入りの写真を投稿してコメント
を返してもらったりと楽しみ方は自由です。

タッチブロックモード 
タッチ操作を一時的にブロックすることで、お子様が動画を
見ているとき、誤って動画を止めたり、他の機能に切り替わっ
てしまわないように防ぎます。

＊タッチブロックモードはキッズスタイル以外でもご利用可能です。

どうぶつ
しょうぎ
ウォーズ

麻雀将棋
ウォーズ

キーボード（50音入力）
学校で習う、右はじめの50音表で文字入力

が可能です。

お子様用の入力履歴
お子様専用の変換候補が表示されるので、

他のスタイルで使用した難しい漢字などが

表示されることもなく、お子様がカンタンに

使用できます。



年齢に合わせた自動色補正機能。ユーザーの年齢に合わせて青みを調整し、識別しやすくします。

年齢に合わせた見やすさを。

あわせるビュー

画面から発せられるブルーライトを通常時と比較して約30％軽減します。

ブルーライトを軽減し、目にやさしく。

ブルーライトカットモード

一人ひとりにベストな使いやすさを。
24時間365日、「ヒユーマンセントリックエンジン」がサポート。

＊画像はイメージです。 1615

HUMAN CENTRIC ENGINE

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

状態に調整します。

その場に最適な色味に調整。

インテリカラー

昼光色の蛍光灯下では、
すっきりした色味に。

電球色の蛍光灯下では、
暖かい色味に。

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。

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。

屋外にいることを照度センサーで検知。

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。

屋外の太陽光の下でも見やすく。

スーパークリアモード

スーパークリアモードなし スーパークリアモードあり

見やすく 



Webサイトなどで入力を求められることがあるIDやパスワードをあらかじめ登録すれば、

必要な時にカンタンに呼び出し、入力することができます。暗号化して本体に記録するので

セキュリティも安心です。　　　　　　　　　　　　　　　　　   ＊50件まで登録可能です。

パスワードもIDも、タブレットまかせで安心。

パスワードマネージャー

メールや予定表など、他人に見られたくないアプリを個別にロックできます。ロック解除は指紋

センサーでサッと操作ができて便利です。

見られたくないアプリを個別にロック。

アプリケーションロック

ブラウザのブックマーク、アプリケーション※、ギャラリーなど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の長押しで起動・解除が可能です。

アプリや写真、連絡先などのセキュリティを高める。

プライバシーモード®

タブレットを持つ時、うっかり画面の端を触って

しまっていても、意図した操作のタッチ部分にのみ

反応し、誤作動を防ぎます。

持っている手の位置を気にせず使える。

うっかりタッチサポート

＊画像はイメージです。 1817

傾き・揺れを検知している間は画面をONにし続ける「持ってる間

ON」に対応。傾きや揺れがない場合は、インカメラが顔を検知して

画面を見ているかどうかも判断するので、いつでも快適に使用できます。

見ている間は画面が消えず、いつも快適。

持ってる間ON

快適さをサポート

インカメラが顔の向きを検知し、寝転がった時も意図しない

画面回転を防ぎます。

正しい向きの表示で自由に楽しめる。

あわせるローテーション

安心を、もっとカンタンに。
大切な情報を守るために設定できる、充実のセキュリティ。

※「NX! ホーム」の時に利用可能です。＊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。 

タッチした場所が反応

誤って画面の縁を触れていても誤作動しない

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、操作したことをリアルタイムに実感できます。

タッチする感覚が振動でわかる。

はっきりタッチ

充実のセキュリティ

画面ONやセキュリティ解除もスピーディー。

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ておけば、煩わし

いパターン入力やパスワード入力の必要

がありません。指紋センサーは本体を持っ

た時に、指が自然に届く正面にあるので

スムーズに操作できます。

＊水滴がついていると、正常に認識しない場合があります。



CAMERA美しい瞬間、思いのまま。
感動のシーンを、誰でもカンタンに、高画質で残せる。

＊画像はイメージです。 2019

裏面照射積層型CMOSセンサー「Exmor RS for mobile」を搭載し、静止画も動画も美しく撮影

できる高画質•高性能カメラです。

残したい瞬間を美しく切り取る。

約810万画素の高画質カメラ

大容量64GB内蔵ストレージ
大容量64GBのストレージ内蔵で、高画質な動画や映像コンテンツ、数多くの写真や
音楽など、容量を気にせず楽しめます。　　　　  ＊お買い上げ時の空き容量は約50GBです。

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。動画で残しておきたいシーンをタブ

レットの大画面で確認しながら鮮明に撮影できます。

残したいシーンを、よりキレイに。

フルHDムービー撮影

大画面での自分撮りや、ビデオ通話アプリなどを快適に楽しめます。

自分撮りやビデオ通話も大画面で。

約130万画素のインカメラ

被写体に合わせてキレイと思う最適な色味にチューニングし、感じたままの美しさを残せます。

見たままの感動を残せる。

美しい写真にチューニング

明るく健康的な肌色 質感でおいしさを表現 鮮やかな発色

シンプルなメニューで、誰でもカンタンに撮影ができます。撮影後の閲覧も指を左へフリック

させるだけの、わかりやすい操作です。

カンタン操作で、撮りやすく。

直感的でシンプルな操作

シンプルでわかりやすいメニュー

撮影したらすぐ、
まわりのみんなに
大画面で見せられる！



USER INTERFACE

通知パネルとステータスパネルが同時に大きく

表示。スピーディーに設定の切り替えや通知内容

の確認を行えます。

一括表示でカンタン切替。

ステータスパネルスイッチ
複数パターンのアイコンから、お好きなデザインのアイコンを設定することができます。

より自分の好みに画面をデザイン。

アイコンカスタマイズ

目指したのは、直感的な使いやすさ。
日常のさまざまなシーンを支える便利機能。

＊画像はイメージです。 2221

通知パネルとステータスパネルを
一括表示でカンタン設定

多彩な文字入力方式を搭載。使う人に最適な文字入力が可能になります。

多彩な文字入力で文書作成をスムーズに。

文字入力

■ テンキー入力

ケータイでおなじみの入力方式。利き手に合
わせてテンキーの位置を入れ替え可能です。

■ QWERTYキー入力

PC標準のキーボード配列。大きなキートップ表示で快
適に入力できます。また、左右に分割すれば指の動きを
少なくでき、同時に手書き文字入力も行えます。

■ 手書き文字入力
キーボード入力が苦手
な方も手書きで簡単に
文字入力が可能です。
文字も記号も切り替えな
しで連続入力ができます。

■ テンキー入力（高速両手打ち）

50音表での入力が可能。お子様が学校で習う右はじめや
金融機関などのATMと同じ左はじめの入力方式が選べます。

■ 簡単50音入力
左はじめ右はじめ

テンキーを両手で同時入力。
高速入力が可能です。

シンプル１ シンプル2 シンプル3 キュート クール カントリー

＊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。

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。

よく使うアプリをパッと起動。

スライドインランチャー

※画面によっては保存できない場合があります。

画面左下にあるキャプメモボタン　 をタッチ

するだけで、画面をカンタンに保存でき※、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るので友達に集合場所を

教える時などに便利です。

画面をキャプチャ、上から手書きもOK。

キャプメモ



FUNCTIONS

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可能、サイト上のわからない

言葉をすぐに検索できます。

ブラウザ辞書連携（すぐ辞書）

F-LINKアプリをダウンロードしたスマートフォンやパソコン、タブレットと、カンタンに写真や動画などのデータ

共有ができます。新たにNFCに対応し、本体同士をかざすだけでカンタンにデータを送信できるようになりました。

カンタンに素早く写真や音楽を共有。

F-LINK

機能の数だけ、毎日が便利に。
便利機能を、余すことなく搭載。

＊画像はイメージです。 2423

プリンタ連携アプリをプリインストール。EPSONとCanonのWi-Fi対応インクジェットプリンターを使用してワイ

ヤレス（Wi-Fi）で簡単にデータをプリントアウトできます。

ワイヤレスで、思い出をカタチに。

プリンタ連携

＊ギャラリー（静止画）、ブラウザ（Webページ）が印刷可能です。

市販のイヤホンを挿し込むと、あらかじめ

設定された音楽・動画系アプリのラン

チャーが起動※するよう設定できます。

アプリを探す手間が省け、音楽や動画を

気軽に楽しめます。 

イヤホンを挿せばよく使う音楽アプリをすぐに使える。

イヤホンランチャー

※ランチャーに表示するアプリは設定で変更
できます。

充電しながら便利なアプリをすぐ楽しめる。

シアターモード
本体を同梱の卓上ホルダに置くと、長時間視聴

する動画など、充電をしながら使いたいアプリを

すぐに起動できる専用の画面モードに切り替わ

ります。充電をしながらお好みのアプリを思う

存分楽しめます。

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29種類の本格辞書をフルに活用できます。

わからないことが有名辞書ですぐに引ける。

富士通モバイル統合辞書+

カーナビゲーションを操作して、対応アプリからARROWS Tabや自宅のパソコン（FMV）の音楽を

高音質なカーステレオで楽しんだり、写真※1から目的地を設定できるなど、便利さが広がります。

カーナビゲーションの操作で自宅の音楽や写真を楽しめる。

カーナビゲーション連携

USB接続
※3

※2

富士通が提供する
クラウドサービス

※1 GPS情報がある写真に対応。 ※2 対応機種は2013年11月上旬発売予定の富士通テン「ECLIPSE」MirrorLink
カーナビです。 ※3 対応機種は2012年10月以降発売のFMVとなります。あらかじめFMVとARROWS Tabの
ペアリングが必要です。対応機種については、「FMWORLD」（富士通ホームページ）をご覧ください。  
＊キッズスタイルではご利用いただけません。

映像データを高速転送する「MHL※1」に対応。また、Wi-Fi経由で出力が可能な「Miracast※2」にも

対応しました。フルHDで撮影した動画や写真、ゲームなどを、テレビに映し出せます。

写真や動画を、テレビの大画面で。

テレビ出力対応 （MHL/Miracast）

※1 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。 ※2 対応のテレビまたは
ワイヤレスディスプレイアダプタを使用した機器が必要です。 ＊ワンセグ、フルセグの出力は非対応です。

＊卓上ホルダに置き、充電が始まるとシアターモードに
切り替わります。 

MirrorLink対応アプリ「DrivePort」から
音楽や写真につながる。



スマートフォンやタブレットの3つの“あんしん”をオールインワン。
　［ケータイ補償サービス ］　
水濡れ・故障・紛失・・・タブレットが万が一、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。修理代金もサポートも充実。スマートフォンや
タブレットのトラブルを総合的に補償します。
　［スマートフォンあんしん遠隔サポート ］　
スマートフォンやタブレットのお困りごとをお電話1本で解決！ 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
やタブレットのセキュリティをまとめて利用できます。
　「あんしんパック」とは、「ケータイ補償サービス」、「スマートフォンあんしん遠隔サポート」、「ドコモあんしん
スキャン（追加機能）」および「メールウイルスチェック」を同時にお申込みできる申込み方法の呼称です。
＊「あんしんネットセキュリティ」の「メールウイルスチェック」を申込みされない場合でも割引は適用され
ます。ご契約には（630円／月）が必要です。また、「スマートフォンあんしん遠隔サポート」ご利用には、別途
パケット通信料がかかります。＊「リフレッシュ品」とはお客さまより回収したスマートフォンやタブレットに
故障修理・外側カバーの交換・品質の確認を行った上で、新品同様の状態に初期化したスマートフォンや
タブレットです。

SERVICEドコモサービス

［ 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、ドコモ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。

　　［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。
＊本サービスに対応したコンテンツに限ります。

■ spモード ■ dマーケット
スマートフォンやタブレットにうれしいこと、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・クリエイターズに加え、dファッションも登場！ 「タブレットライフ」
の新しい可能性をdマーケットから。
＊「dアプリ＆レビュー」を除き、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。 
別途パケット通信料がかかります。コンテンツをご利用の際、データ量が多くなり、比較的短時間で速
度制限条件に達する場合があります。速度制限下での本サービスの視聴は困難ですので、無線LAN
（Wi-Fi）でのご利用をおすすめします。また、コンテンツは一部を除き有料です。＊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。

スマートフォンやタブレット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。楽しく便利なアプリ探し、天気・ニュースのチェック、乗換案内による検索など、
コンテンツが充実。お客様サポートによる料金確認や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。 
＊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。＊紹介しているアプリケーションによって、自動的にパケット通信を行う
場合や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メニュー

＊表示価格は税込です。  ＊画像はイメージです。 2625

天気情報や乗換情報など知りたいことを話しかけるだけで、欲しい情報を教えてくれます。
アラームや、電話、メールなど使いたい機能やアプリもしゃべるだけで起動、操作OK。

■ しゃべってコンシェル

＊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。

■ あんしんパック

月額使用料：315円 お申込み：必要

月額使用料：630円 お申込み：必要

月額使用料：無料 お申込み：不要



ご利用にあたってのご注意
●F-02F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-02F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-02F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-02F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-02F本体の動作が不安定になったり、
お客様の位置情報やF-02F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-02F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」「dメニュー」「dマーケット」「Xiパケ・ホーダイフ
ラット」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。◎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。◎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 CERTI
FIEDロゴおよびMiracastはWi-Fi Allianceの登録商標です。◎Wi-Fi CERTIFIEDTM、WPATMおよびWi-Fi Protected SetupTMは
Wi-Fi Allianceの商標です。◎SD、microSDおよびmicroSDXCはSD-3C,LLCの商標です。◎「Exmor RS for mobile」およ
び「Exmor RS for mobile」ロゴはソニー株式会社の登録商標です。◎aptXはCSR社の登録商標です。◎CorningとGorillaは、
Corning Incorporatedの登録商標、Native Damage Resistanceは、同社の商標です。◎「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」「プライバシーモード」「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。◎「NOTTV」は、株式会社mmbiの登録商標です。◎「FeliCa」はソニー株式会社の登
録商標です。◎AOSSTMロゴおよび　　　  は株式会社バッファローの商標です。◎MirrorLinkおよびMirrorLinkロゴは、
Car Connectivity Consortium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。◎Dolby、
ドルビーおよびダブル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。◎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。

［ご使用にあたっての重要事項］
防水／防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。＊IPX5/8の防水性能。IP5Xの防塵性能。F-02Fに
おいてIPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところにF-02F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。＊ご使用の際は端子キャップとスロットキャップ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、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃
（じんあい）が入った装置に端末を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。●端子キャップとスロットキャップはしっかりと

＜防水／防塵性能について＞

【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-02F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】
本体に内蔵の無線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。

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。

＜Bluetooth/ Wi-Fi（WLAN）の周波数帯について＞ 

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。
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。
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❹

❹

❸❷❶

❸❷❶

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。
●マイク、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。●端子キャップとスロット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。卓上ホルダに端末を差込んだ状態でテレ
ビ視聴などをする場合、ACアダプタを接続していない状態でも、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周り
では使用しないでください。●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。●水道水やプールの
水に浸ける時は、30分以内としてください。●プールで使用する時は、その施設の規則を守って、使用してください。
●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。●マイク、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。●端子キャップとスロット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。
●端子キャップとスロット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。

［防水／防塵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。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。］

＜「急速充電」について＞

「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。
F-02Fにおいては、同梱の卓上ホルダF43およびACアダプタF07のご利用を推奨します。

2.4 FH/XX 1

2.4 DS/OF 4



＊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。

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部　　TEL 03-3570-6064
【F-02Fの操作および本カタログのお問い合わせ先】

総合お問い合わせ 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

＊　番号をよくお確かめの上、おかけください。

受付時間
午前9：00～午後8：00（年中無休）

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

＊　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

2013.10

本カタログの内容は、2013年10月現在のものです。

DC0763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。

SPECOPTIONオプション スペック
■ F-02F 主な仕様

※1 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に端末を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」（富士通ホームページ）をご確認ください。

◎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-02F本体と接続するには、ACアダプタ03との接続が必要です。

○卓上ホルダ F43
○USB同軸交換ケーブル F01
○ACアダプタ F05
○ACアダプタ F06
○ACアダプタ F07
○HDMI変換ケーブル SC01
○HDMI変換ケーブル L01 

○PC接続用USBケーブル T01
○ACアダプタ 03
○海外用AC変換プラグCタイプ 01※

○microUSB接続ケーブル 01
○DCアダプタ 03
○ACアダプタ 04

■ F-02F オプション

※1 受信時最大150Mbps、送信時最大50Mbpsは、東京、愛知、関西の一部エリアに限ります。対応エリアの詳細は、
ドコモ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 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。
※5  視聴は有料となります。「NOTTV」の放送エリア内にて視聴いただけます。詳細はNOTTVオフィシャルサイトにて
ご確認ください。（http://www.nottv.jp/）
※6 「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。F-02Fにおいては、同梱の卓上ホルダF43およびACアダプタF07のご利用を推奨します。

対応「○」、非対応「－」■ サービス／機能対応表

■ F-02F 本体付属品
○卓上ホルダF43　　　　　　○ACアダプタ F07　　　　　　○USB同軸変換ケーブルF01

通信速度
Xi：150Mbps/50Mbps※1※2

FOMAハイスピード：14Mbps/5.7Mbps※2※3

おサイフケータイ
ー

Wi-Fiテザリング※4

○
NOTTV※5

○

防水／防塵

IPX5・IPX8／IP5X

赤外線通信
ー

WORLD WING
クラス４

急速充電※6／おくだけ充電
○／－

Wi-Fi（i無線LAN）

○

ワンセグ／フルセグ
○／○（録画対応）
エリアメール

○
GPS／オートGPS
○ オートGPS
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サイズ（幅×高さ×厚さ）
質量
連続待受時間

電池容量
ディスプレイ
ディスプレイ解像度
カメラ

CPU
OS
外部メモリ
内蔵メモリ（RAM／ROM）
防水／防塵
Wi-Fi
GPS／GLONASS
NFC
Bluetooth

USB機器接続
日本語変換エンジン

約261×169×8.9mm
約519g

9600mAh ＊着脱不可
10.1インチWQXGA TFT-IPS
2560×1600
約810万画素 CMOS
約130万画素 CMOS
Qualcomm MSM8974  2.2GHz クアッドコア
Android™ 4.2.2
microSD／microSDHC／microSDXC（最大64GB）
2GB／64GB
○（IPX5・IPX8）／○（IP5X※1）
○（IEEE802.11 a／b／g／n／ac※2） 2.4GHz／5GHz
○／○
○

○
ATOK

アウトカメラ
インカメラ

LTE ： 約1690時間
3G ： 約2220時間
GSM ： 約1750時間

○4.0
    HSP、DUN、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP、
    PASP、ANP、TIP、PXP、FMP 

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。



電池長持ち、スリムボディの
防水軽量タブレット。


