


「したい！」がすぐできる から、心地よく使える。

1 2

撮りたい一瞬を逃さない。
高速オートフォーカス搭載
約2150万画素カメラ。

高速通信で動画視聴も快適。
PREMIUM 4GTM & 
Wi-Fi MIMO対応。

マイモ

世界初世界初初世界初

＊「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。＊iモード®には対応しておりません。 ＊掲載
の内容はAndroid™5.0バージョンの内容です。 ＊画像はイメージです。 ※1 スマートフォンにおいて。2015年3月31日
現在 富士通調べ。 ※2 防水について詳しくはP35をご覧ください。

画面を見るだけで瞬間認証。
虹彩認証

「Iris Passport」搭載。
アイリスパスポート

こう さい

POINT1 POINT2 POINT3

防水
IPX5/8※2



DESIGN

持つことが喜びになる。強く、美 し い洗練されたデザイン。

3 4＊画像はイメージです。

Head Line
ヘッドライン

Slim & Smart
スリム＆スマート

ディスプレイの額縁の幅を
極力狭くしました。大画面でありながら
手にしっくりなじみます。

Iris Green
アイリス グリーン

WhiteIris Green Black
Colors

ハイパーダイヤモンドタフコート

ダイヤモンド粒子を加え、
ハイパーガード層を

コーティング。耐傷性と
 耐久性を高めました。

Hyper Diamond
Tough Coat

背面テクスチャー

3色それぞれに異なる柄を採用。
透明フィルムと柄フィルムをボディと
一体成型し色がはがれにくく、
美しさを保ちます。

Back Texture

虹彩を読み取る赤外線
カメラの色「Iris Green」
を虹彩認証のシンボルと
してカメラ周りのリングに
あしらいました。

アルミニウムを使用し、洗練された
美しさと強さを兼ね備えました。



読み取り中
画面に
目を映す。

登録完了
虹彩が
登録されます。

画面を見るだけで瞬間認証! 虹彩認  証「Iris Passport」を搭載。

使いたいとき、すぐに使える。ロック解除のカンタン3Step。
タッチでON×虹彩認証
指で画面をタッチするだけで画面を点灯できるから、電源ボタンを押すより
手軽です。さらに虹彩認証と組み合わせれば、スマートフォンの画面に触れ
て、見るだけでロックを解除できます。

虹彩の登録は、
カンタン。

5 6＊画像はイメージです。

アイリスパスポートこうさい

すぐに使える
Step 1 Step 2 Step 3

指でタッチ、画面オン 画面に目を映す

ロック解除タッチでON 虹彩認証

お風呂や料理中など ガーデニングやゴルフ中など 会議中、机に置いて見るときなど

手が濡れていたり、汚れているとき 手袋などをはめているとき 手を使いにくいとき

「虹彩認証」は、こんなシーンでもロック解除できます

目の虹彩を利用した認証技術で、スマートフォンの
セキュリティは、もっとカンタン、便利に。



ショッピング

○○○○○○@gmail.com

ショッピング

一般的なショッピングサイトにパスワードマネージャーでログインする場合

「虹彩認証」ならログインがこんなにカンタン・便利に。

Step 1 Step 2 Step 3

ドコモコンテンツを購入する際には、docomo ID / パスワードと虹彩認証
を連携することで、画面を見るだけでログインできます。

ドコモコンテンツの購入も、よりカンタンに、より安心に。
虹彩認証によるdocomo IDログイン

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。

アプリや写真、大事な仕事のデータも、不要な時はまとめて隠す。
ON/OFFの切り替えは、虹彩認証でカンタンに。
プライバシーモード

NX!電話帳・NX!メールをダウンロードすることで、指定した人物に関するドコモ
メールやEメール、電話帳、発着信履歴などの個人情報を非表示にできます。

Webサイトなどで入力が面倒なIDやパスワードをあらかじめ登録すれば、
カンタンに呼び出し入力できます。さらに虹彩認証と組み合わせれば、ID・
パスワードを覚えてなくても、画面を見るだけで自動で入力してくれます。
＊あらかじめ各サイトでの設定が必要です。

買い物も、SNSへのログインも、虹彩認証で。
パスワードマネージャー連携 

SECURITY

Webサイトもドコモサービスも、 画面を見て瞬間ログイン。

7 8＊画像はイメージです。

今までの
1/4程度の
ステップで

ログインできる！

■アプリケーションロック　「ギャラリー」や「電話帳」などのアプリを個別にロック。

■プライバシーモード対応アプリ
パスワードマネージャーが

ID、パスワードを記憶し自動入力※してくれる。

※一部サイトでは自動入力できない場合があります。アプリは自動入力できません。

プライバシーモード
OFF時

プライバシーモード
ON時



被写体へのピント合わせがより高速、高精度に進化しました。動く被写体や
接写でもカメラを構えたら瞬時にピントが合うので、決定的なシャッター
チャンスを逃しません。

撮りたい一瞬を逃さない。
進化した高速オートフォーカス

カメラを構えたときの姿勢を検知し、カメラの向きや被写体との距離に
合わせて、素早く正確に被写体にピントが合います。

撮りたいと思ったら、すぐにピントが合う。
クイックフォーカス

CAMERA

今、撮りたい！ シャッターを切るだ  けで美しく。約2150万画素カメラ。

9 10

レンズが上を向いているときは レンズが下を向いているときは

薄型高性能レンズ

暗いところで
 明るく撮れる。

高感度・低ノイズの
美しい写真を実現。

約2150万画素で
細部まで高精細に描写。

遠くの被写体に合わせて
素早くフォーカス

近くの被写体に合わせて
素早くフォーカス

＊画像はイメージです。

大型の1/2.4型
CMOSイメージセンサー

5群5枚のレンズ構成
ハードコートをしているので
キズがつきにくい

富士通独自の
画像処理エンジン



仕上がりを
画面で確認
しながら撮影

CAMERA

ずっと残しておきたいシーンを、 誰でもカンタン、キレイに。

インカメラが「GRANVU（グランビュー）」と顔検出に対応し、自分撮りを
さらにキレイに楽しめます。画面にタッチするだけでシャッターが切れるので、
カンタンに撮影できます。

高精細でまるでその場にいるような臨場感と、立体感のある繊細かつ美しい
映像が残せるようになりました。MHL対応だから、4Kテレビとつないで、
家族で楽しむこともできます。

従来のフラッシュ 暖色フラッシュ

暗めの室内などでもあたたかみのある写真が撮れる「暖色フラッシュ」、
最適な露出に自動で調整する「インテリジェントフラッシュ」を搭載しました。

より自然な雰囲気の写真が撮れる。
暖色フラッシュ/インテリジェントフラッシュ

自分撮りも、カメラまかせで美しく。
有効画素数約240万画素インカメラ

逆光などのシーンも確認しながらキレイに撮影。
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枚の写真を同時に撮影・合成するHDRが、撮影画面で
確認できるリアルタイムHDRに進化しました。

残したい思い出を、感動の美しさと臨場感で。
4K動画撮影※1 ※2

11 12＊画像はイメージです。

■スタンドセット撮影　卓上ホルダにセットし、セルフタイマーモードで自分撮りができます。

TransferJet™で、撮影した4K動画を超高速シェア。
撮影した4K動画データは、TransferJetを利用して、超高速にシェアできます。
＊TransferJetについて詳しくはP29をご覧ください。

MHL

4Kテレビ

※1 ご利用中に本体の温度が上昇するとカメラを終了することがあります。※2 4Kサイズの撮影動画保
存はmicroSD™カード（別売）の利用をおすすめいたします。＊端末外部から持ち込まれたコンテンツ
については、録画フォーマットによっては再生できない場合があります。＊MHLケーブルは別売りです。



13 14＊画像はイメージです。

LTEもWi-Fiも、さらに高速に。

LTEは次のステージへ。国内最速※1! 受信時最大225Mbps※2を実現
PREMIUM 4Gエリアは全国展開！

高速通信
PREMIUM 4G

マルチコネクション
安定通信

高速ダウンロード
セッション数増加

超高速&安定通信で、
ARROWS史上最速ダウンロードを実現。

TRANSMISSION

ここまでつながる、ここまで速い!  スマホライフはもっと快適に。

高速通信高速通信
PREMIUM 4G & Wi-Fi MIMO

マイモ
※1 サービス開始時点におけるドコモ調べです。※2 受信時最大225Mbpsは一部地区に限ります。対応エリ
ア、対応機種について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。＊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。＊PREMIUM 4Gエリアは一部地区に限
ります。対応エリア、対応機種について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。＊PREMIUM 
4Gエリア内でも、電波状況によりXi通信またはFOMA通信となる場合があります。 

LTE-Advancedのキャリアアグリゲーション技術の導入により複数の周
波数帯を束ねることで高速通信を実現。ドコモでは束ねる周波数帯の組
み合わせを使い分けて、さらに快適なネットワークを提供します。

同
時
利
用

受信時最大150Mbps

受信時最大75Mbps

受信時最大
225Mbps ※2

受信時最大
225Mbps ※2

1.7GHz

800MHz

同
時
利
用

受信時最大433.5Mbps

受信時最大433.5Mbps

5GHz

5GHz

同
時
利
用

受信時最大112.5Mbps

受信時最大112.5Mbps

1.5GHz

2GHz

Wi-Fi MIMO 
Wi-Fiのアンテナを2本同時に利用する高速通信方式Wi-Fi MIMOに対応。
より速く、安定した通信を実現します。

※3 5GHzのWi-Fiの場合、F-02Gの約2倍（理論値） 

Wi-Fi MIMO
867Mbps ※3



16本

1MB～

1MB～

1MB～

1MB～

1MB～

1MB～

1MB～

1MB～

1本1MB 1MB 1MB 1MB 1MB

15 16＊画像はイメージです。

■ 従来 （3G/LTE or Wi-Fi）

■ ARROWS NX F-04G （3G/LTE or Wi-Fi）

サーバー

サーバー

1車線でデータを運ぶので遅い…

最大16車線！データは一気に運搬完了！

超高速ダウンロード！

時間がかかる・・・まだ運んでいないデータ

16MBの動画をダウンロードした場合

リクエストは1本だけ

■ ARROWS NX F-04G

■ 従来

3G/LTE

Wi-Fi

Wi-Fiの感度が悪くても
接続エラーなく
動画を快適視聴♪

Wi-Fi通信の
感度が悪くなると…

データ

データ

Wi-Fi

ダウンロードが
進まないWi-Fi通信の

感度が悪くなると…
データ

道路の長さ=ダウンロード時間

積荷=データ量
車線=セッション数

1MB

＊高速ダウンロードは1MB以上のファイルをダウンロードした場合に動作します。

TRANSMISSION

動画視聴も、映画・音楽のダウン  ロードもストレスフリー。

電車移動中など通信状態に応じてWi-Fiと、3G/LTEを自動で切り替える
ことで、途切れにくい安定した通信をキープします。

サーバーへ通信するセッション数のリクエストを増やすことで、一気に
ダウンロード時間を短縮。さらに、F-02Gでは最大8本だったセッション数
が最大16本に増え、さらに短時間でダウンロードを完了できます。

3G/LTEに
自動切り替え接続！

今まで電波が入らなかった室内でも電波が入りやくなり、より快適に使用すること
ができます。LTE規格TD-LTEにも対応し、中国でもローミングが利用できます。

LTE 700MHz帯対応

1MB 1MB 1MB 1MB
1MB 1MB 1MB 1MB

ダウンロード中…

映画や音楽も一気にダウンロード。
セッション数増加
富士通独自の高速ダウンロード

Web閲覧も動画視聴も途切れない。
安定通信
マルチコネクション



17 18＊画像はイメージです。

動画もネットも余裕で楽しめる安  心の電池持ち。

旅行や出張中にも、動画もWebの閲覧も余裕で楽しめます。また、富士通
独自の「ヒューマンセントリックエンジン」が、利用状況をリアルタイムで
把握し、省電力を徹底サポート。よく使うアプリごとに、パフォーマンスを
落とさずにCPUの動作を最適化。またタッチの反応も画面ごとに制御し、
省電力を図っています。

電池残量を気にせずにしっかり使える。
3120mAhバッテリー&省電力機能

わずかな時間の充電で、思う存分使えます。うっかり充電を忘れてしまった
朝など、急いでいるときに便利です。
＊「急速充電」とは、端末の充電性能としてDC5V 1Aを超えた入力に対応しており、かつACアダプタ
03/DCアダプタ03使用時と比較してより速く充電できる機能のことです。 ＊ご利用には「ACアダプタ
04/DCアダプタ04」「ポータブルACアダプタ01 kuruko」「ACアダプタ05」（別売）が必要です。

サッと充電でたっぷり使える。
急速充電

画面輝度の抑制やパフォーマンスの制限をすることで、電池を長持ちさせます。

電池を長持ちさせる。
バッテリーセーバー

BATTERY

徹底した省電力で、長く快適な使用をサポート。

災害や遭難などの緊急時に、最低限必要なもの以外の機能をOFFにしたり
省電力モードに切り替えたりして、電池の消耗を大幅に抑える「非常用
節電モード」を搭載。災害など充電がなかなか行えない状況で、電池を
極力長持ちさせます。

災害時などの緊急時に電池が長持ち。
非常用節電モード



あらゆる画像を色鮮やかでクリアに再現する富士通独自の映像処理エン
ジン「Xevic（ゼビック）」を搭載しました。

静止画、動画をもっと色鮮やかに美しく。
映像処理エンジン 「Xevic（ゼビック）」

HDディスプレイ4台分の解像度を１台に凝縮したWQHD（1440×2560pixel）
を手のひらサイズに。超高画素密度564ppiだから高精細で本物のような
質感の画像を楽しむことができます。

フルHDを凌駕する感動の美しさと臨場感。
約5.2インチWQHDディスプレイ

19 20＊画像はイメージです。

各ジャンルで際立つ世界観を持ったプロフェッショナルたちが、ARROWSを
使って感動の映像をお届けします。

WQHDディスプレイ
（1440×2560pixel）

スペシャルサイトへ
アクセス

http://atfe.fmworld.net/at/arrows_theater/

驚きの映像美を体験する、スペシャルサイト。「ARROWS THEATER」

＊ホーム画面のショートカットアプリからもアクセスできます。

DISPLAY

より本物に近い美しさ。フルHDを凌 駕する5.2インチ高精細ディスプレイ。

HDディスプレイ（720×1280pixel）４台

■HDディスプレイ4台分の解像度が、1台に凝縮。



蛍光灯、電球、太陽光など様々な環境光に合わせて、ディスプレイを同じ
色味で見えるよう自動で調整します。

どんな環境でもキレイな色味のまま楽しめる。
インテリカラー

卓上ホルダに置くと、テレビ（ワンセグ/フルセグ）、YouTube™などを起動
しやすい「シアターモード」が起動。電池切れを気にせずに楽しめます。

家でテレビや動画を快適に楽しむ。
シアターモード

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し、輝度
とコントラストの向上を実現しました。

屋外でも色鮮やかに映し出す。
Super Clear Panel

色や輝度の変化が少ない広視野角な「IPS液晶」を搭載。どんな角度から
見ても鮮明な美しい映像が楽しめます。

斜めから見ても、くっきり美しい。
広視野角IPS液晶

キズを防いで、画面の美しさを保つ。

21 22＊画像はイメージです。

優れた耐傷性により、日常使用でのキズや
衝撃からディスプレイを保護します。

環境光が
変わっても
色味が
同じに見える

環境光が
変わると
色味が
変わって見える

蛍光灯

インテリカラー
ON

太陽光

インテリカラー
OFF

従来のLCD F-04GのLCD

LCDパネル 強化ガラス
入反射光 バックライト

空気層

DISPLAY

どの角度から見ても、どんな場所  で見ても、美しい映像が楽しめる。

一般的な液晶 IPS液晶

シアターモード

卓上ホルダ



大切な
情報を守る

ライフスタイル
サポート

最適な
使いやすさ

ライフログ

省電力を
サポート

快適な
文字入力

ARROWSとNAVITIMEがコラボレーションしました。毎日の行動履歴か
らよく行く場所を推測して、ナビゲーション表示。目的地を検索する手間
がなく、行きたい場所までの最適なルート・到着時間がわかります。

普段の行動に合わせて、ルートを快適ナビゲーション。
アシストナビ

時間や曜日、場所ごとの行動からあなたの習慣やくせを学習し、たとえば、
電車待ちの間によく使うアプリを分析・予測して、すぐ起動できるようアシ
ストします。

次の行動をさりげなくアシストしてくれる。
パーソナルアシスト

23 24＊画像はイメージです。

HUMAN CENTRIC ENGINE

 「ヒューマンセントリックエンジン」  で心地よい毎日をサポート。

ライフスタイルに合わせて、より便利で快適に。

今まで手間の多かった
アプリ起動が…

駅でよく使う
アプリをアシスト！

ホームパレットに
アプリが多く

貼られている場合も…

過去の
ログデータ

行動情報

位置情報

毎週月曜日の日帰り出張

何時に
着くかな？

どんな時でも、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、
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。

行動履歴から
行き先を予測

普段の歩行速度をもとに
徒歩の時間の目安を表示
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屋外にいることを検知し、画面が見やすくなるように輝度とコントラスト
を自動で調整。直射日光の下でもストレスなく使用できます。

直射日光の下でも、画面が見やすい。
スーパークリアモード

本体の傾き・揺れ・視線を検知し、使用している間は
画面が消えません。机に置いてじっくりWeb閲覧を
するときも快適です。

使用している間は画面が消えない。
持ってる間ON

インカメラが顔の向きを高精度に検出し、いつも正
しい向きで表示します。また、意図せず画面の向き
が変わっても、本体を2回以上振ることで戻せます。

いつも正しい向きで表示。
あわせるローテーション

枕元に本体を置くだけで、加速度センサーとマイク（音響）が睡眠状態を検知し、
毎日の睡眠状態から、良い眠りのためのアドバイスを提供します。

健康的な生活を送るためのアドバイスがもらえる。
健康生活日記～からだライフ～

相手の聞こえにくい声を強調したり、受話音の「こもり感」「軽さ」を整えて
聞き取りやすくします。

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

周囲の騒音を検知して自動的に抑え、自分の声をクリアに届けます。

雑音を検知して自分の声をクリアに。
スーパーダブルマイク

HUMAN CENTRIC ENGINE

いつでも、どこでも、見やすく、聞きやすい。 使用するシーンに合わせて、快適さをサポート。

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

テルモ社製のデータ送信機能付きの女性体温計WOMAN℃ 「ET-W525DZ」 
（別売）を使えば、F-04Gをかざすだけで毎日の基礎体温を転送・記録で
きます。

基礎体温管理サービス

充実ライフをプロのアドバイスでサポート。
■ブルーライトカットモード　画面から発せられるブルーライトを約30％軽減します。

暗くて見づらい！ 画面が明るいので見やすい！
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通常の操作ではコピーできない、自分で撮影した写真や画像内に含まれる文字
を、カンタン操作でコピーできます。コピーした文字はそのまますぐにSNSや
メールに反映させることができます。

＊背景が複雑な場合や文字の種類によって、認識されないことがあります。

画像の文字をコピーしたい場合に便利。
なぞってコピー

辞書を更新しました。流行の言葉を辞書に追加してくれる「ATOKキー
ワードExpress」と合わせて、常に最新のワードに変換できます。

ATOK史上最高の日本語入力システムを実現。
さらに進化したSuper ATOK ULTIAS

直感的に操作できるので編集がカンタン。
磨き抜かれたユーザーインターフェース

INPUT SYSTEM

目指したのは、いちばん文字入力  がしやすいスマートフォン。

カーソル移動のつまみを大きく、各操作の表示も見やすくすることで、
編集操作が格段にスムーズになりました。

コピー &ペースト（貼り付け）もあっという間。

最新ワードに変換できるよう、さらに進化。

よく使う言葉をユーザー辞書に登録する際
は、範囲を指定して「単語登録」を選択する
だけです。

単語登録もよりカンタン便利に。

●フリック操作でカーソルを上下左右にラクラク動かせる。
●キーボードの高さや幅も使いやすく調整できる。
●（ ）を打つと自動的にカーソルが中に移動する。

前の文章をすべて削除したいとき、
削除キーを左フリックすることで、
一度に削除することができます。

長文も一気に削除できる。

消しすぎなどの編集時のミスが
あっても、削除キーのフリック操作
でカンタンに戻すことができます。

間違えてもすぐに元に戻せる。

スワイプ操作で
「なぞってコピー」を選択。

コピーしたい
文字を指でなぞる。

文字がコピーされる。

次の操作を
すぐ近くに表示！

行をまたぐときなど、
微調整もしやすい！ 

大きなつまみで
カーソルの移動も
カンタン！

ウルティアス
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音楽CDの約6.5倍の情報量をもつハイレゾ音源に対応。原音をより正確
な形に再現するので、録音されたときの空気感・臨場感まで楽しめます。
＊ハイレゾ音源、ハイレゾ対応機器が必要です。

CDよりも高音質なサウンドが楽しめる。
ハイレゾ音源対応

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、音楽・動画系アプリを表示。
イヤホンランチャー

ハイビジョン放送（フルセグ）を楽しむことができます。番組録画やデータ
放送の受信も可能なので、見たい番組をいつでもどこでも楽しめます。
＊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。＊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。＊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。

地デジの高画質を録画でも楽しめる。
フルセグ

自分好みの設定で、高品質なオーディオ機器のような臨場感あふれるサウ
ンドを楽しめます。

臨場感あふれるサウンドに包まれる。
Dolby®Processing

AUDIO

エンタメを楽しむ「音」も徹底追求。

F-04G同士をタッチするだけで、動画や写真などの大容量データを超高
速で交換できる、近接無線伝送技術「TransferJet」を、ARROWSが世界
に先駆けて搭載。友達との動画や写真のシェアを手軽に行えます。
※スマートフォンにおいて。2015年4月7日現在 富士通調べ。 ＊TransferJetおよびTransferJetロゴは
一般社団法人TransferJetコンソーシアムがライセンスしている商標です。＊F-04GのTransferJet機能
は、日本国内かつドコモnanoUIMカードを挿入した場合に限りご利用いただけます。ドコモnanoUIM
カードを挿入していても日本国外にいる場合、日本国内でもア ンテナ表示が圏外の場合は、
TransferJet機能はご使用いただけません。＊TransferJetの通信速度はご使用になる製品の組み合わ
せにより異なる場合が あります。

スマートフォン世界初搭載※。
大容量データを「超高速」で交換できる。
TransferJet™

■■FMトランスミッタ　スマートフォンの音楽を車のスピーカーから楽しめる。
■DLNA®連携（DTCP-IP/DTCP＋対応）　外出先でも録画した番組を楽しめる。

CONNECTIVITY

機器連携で、さらに便利に楽しく。

●NFC
●Bluetooth®4.1

●ANT+対応
●F-LINK

●Miracast
●カーナビ連携

●MHL
●プリンタ連携

高速375Mbps（実効最大）

さらに便利さ広がる機器連携が充実。

＊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。Dolby® Processingの技術を使用しています。



画面全体を下方向に移動させることで、指の届かなかった部分も、片手
でラクラク操作できます。

片手で指が届かない箇所を操作可能。
スライドディスプレイ

ARROWSをより便利に活用いただくため、オススメの機能をわかりや
すく説明します。気に入った機能はそのまま利用することができます。

ARROWSを、より便利に使っていただくために。
ARROWSオススメ

時計を見た後など、通知をタッチ
するだけで、電源キーを押すこと
なく画面をオフにできます。

通知にタッチで、画面を消灯。
タッチでOFF

指でのタッチか手袋でのタッチか
を自動的に判別します。
＊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。

手袋をしたまま操作できる。
手袋タッチ

画面の外から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し、画面
を保存できます※。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ときなど
に便利です。
※画面によってはキャプチャできない場合があります。

カンタンに画面を保存。上から手書きもできる。
キャプメモ
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USEFUL FUNCTION

快適に使いこなすための、さらな  る機能&性能。

画面に手書きで
メモやマーカーを
付けられる！

画面OFF

ARROWSオススメ 虹彩認証体験 アシストナビ ULTIASオススメ

画面が
下に移動

右下のアイコンを
タッチすると

ここをタッチ
したいとき



ドコモのサービス

※紙版とは閲覧可能期間、記事等が異なる場合があります（付録等はつきません）。 ※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ビデオは4月22日より、dTVに名称変更しました。＊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。＊31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴い
ただけないコンテンツがあります。＊コンテンツ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。 

※ プログラムごとでの視聴です。 
＊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[300円（税抜）]は、音楽プログラムの視聴のみお楽しみいただけます。

＊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。＊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]「docomo ID」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。

※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。詳しくは利用規約などをご確認ください。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。　※2　キャンペーン期間中（2014年11月1日～）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。その他の適用条件は、初回7日間無料と同様と
なります。　※3　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。

初回7日間無料！※1  ※2

定額で楽しめる3つのサービス

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。

＜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  ※3

VoLTE （ボルテ）に対応
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。さらに、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です。通常の音声通話からカンタンにビデオコールに切
り換えられます。
＊ドコモのVoLTE対応機種同士で、日本国内のLTEエリアでの通話の場合にご利用になれます。
＊詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

映画、ドラマ、ライブ映像からBeeTVまで。
月額500円（税抜）で約12万作品が楽しみ放題！ 

多彩なジャンルの人気雑誌120誌以上が
月額400円（税抜）※で読み放題! 
外出先ではスマホで、ご自宅ではタブレットで、
いつでもどこでも楽しめます。

最新J-POPから懐かしの名曲まで、 
ヒット曲満載の楽曲がすべて聴き放題！※

さらにお気に入りの楽曲は「ｍｙヒッツ」に保存して、
自分だけのプレイリストがつくれます。
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防水／防塵性能について
＊IPX5/8の防水性能。IP6Xの防塵性能。　＊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、かつ静水の水深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（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、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）
が入った装置にF-04G本体を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃が侵入しない
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。

ご利用にあたってのご注意
●F-04G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-04G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/フルセグの視聴、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/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-04G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-04G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-04G本体の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やF-04G
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-04G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。　●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。

◎「PREMIUM　4G」ロゴ「VoLTE」ロゴ「FOMA」「Xi/クロッシィ」「iモード」「おサイフケータイ」
「エリアメール®」「WORLD　WING/ワールドウイング」「iアプリ」「dビデオ」「dTV」「dヒッツ」
「dマガジン」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、YouTubeTMおよびYouTubeTMロゴは、
Google　Inc.の商標または登録商標です。　◎DLNAはDigital　Living　Network　Allianceの商標
または登録商標です。　◎Wi-Fi®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。　◎「Exmor　RS　for　
mobile」および「Exmor　RS　for　mobile」ロゴはソニー株式会社の商標です。　◎TransferJetおよ
びTransferJetロゴは一般社団法人TransferJetコンソーシアムがライセンスしている商標です。
◎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。　◎「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。　◎「NOTTV」は、株式会社
mmbiの商標または登録商標です。　◎「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。　◎Dolby、
ドルビーおよびダブルD記号とそのロゴは、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。Dolby　processingの技術を使用していま
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。　◎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（IPX5/IPX8）・防塵（IP6X）対応
お風呂やキッチンでも気軽に使えます。
万一、汚れてもサッと洗い流せるから安心です。

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！

YouTube™公式アカウント FujitsuMOBILE

Facebook、Twitter公式アカウント
FujitsuMOBILE

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！

＠Fケータイ応援団

富士通オリジナルサイト

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！

趣味や生活に役立つみ
んなのクチコミ、面白い
情報が満載のSNSです。
ご利用はすべて無料！

らくらくコミュニティ

http://community.fmworld.net/

http://atf.fmworld.net/http://atfe.fmworld.net/at/

https://www.youtube.com/user/FujitsuMOBILE/featured

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

＊画像はイメージです。
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F-04G 本体付属品
○F-04G本体　○卓上ホルダ　F50（アタッチメント　F50A、アタッチメント　F50B）
○クイックスタートガイド

＊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。
※F-04G本体と接続するには、ACアダプタ 03との接続が必要です。

F-04G オプション
○アンテナ付イヤホンケーブル F01
○PC接続用USBケーブル T01
○ワイヤレスイヤホンセット 02／03／04
○骨伝導レシーバマイク 02
○キャリングケース 02
○ポケットチャージャー 01／02／03
○ACアダプタ 03／04／05
○ACアダプタ F05／F06

○DCアダプタ 03／04
○海外用AC変換プラグCタイプ 01※
○microUSB接続ケーブル 01※
○L-03Eセット 〈Black〉
○L-02Fセット 〈Black〉
○SmartTV dstick 01
○ポータブルACアダプタ01 kuruko

OPTION
主な仕様/機能/サービス一覧表
SPEC

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。

※1 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。 ※2 高音質通話、ビデオコール等に対応。 
※3 LTE-Advancedエリアは一部地区に限ります。対応エリア、対応機種について、詳しくは「ドコモのホーム
ページ」でご確認ください。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。 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。 ※4 Wi-Fi/USB接続とDUNプロファイルを使ったBluetooth接続は併用できません。 ※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」をご確認ください。 ※6 防水・防塵についてはP35
をご覧ください。 ※7 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・フルセ
グサービスについて、詳しくは「一般社団法人デジタル放送推進協会のホームページ」（www.dpa.or.jp）な
どでご確認ください。 ※8 「急速充電」とは、端末の充電性能としてDC5V 1Aを超えた入力に対応してお
り、かつACアダプタ03/DCアダプタ03使用時と比較してより速く充電できる機能のことです。ご利用には
「ACアダプタ04/DCアダプタ04」「ポータブルACアダプタ01 kuruko」「ACアダプタ05」（別売)が必要です。 
※9 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。

本カタログの内容は2015年4月現在のものです

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。

2015.4DC001184

F-04G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。

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。

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

＊一般電話などからはご利用になれません。

（局番なし） 　         （無料）
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。
0120-800-000151

高さ約146×幅約70×厚さ約8.8mm（最厚部：約10.5mm）
約155g

Android™ 5.0
MSM8994　2.0GHz（クアッドコア）+1.5GHz（クアッドコア）オクタコア

RAM 3GB／ ROM 32GB
最大128GB（microSD／microSDHC／microSDXC）※1

3120mAh ＊着脱不可
LTE：約360時間　3G：約400時間　GSM：320時間
LTE：約1200分　3G：約890分　GSM：870分
約5.2インチ  IPS液晶／WQHD（1440×2560）
有効画素数 約2150万画素 CMOS 裏面照射積層型
有効画素数 約240万画素 CMOS 裏面照射型

　○※2
　○※3

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

Wi-Fi 10台 Bluetooth 5台 USB 1台※4
○（4.1）※5
○
○
○

IPX5/8 ／ IP6X※6
○／○※7
○※8（○／○）

○※9非常用節電モード
○／○
○
○
○
○

サイズ
質量
OS
CPU

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

VoLTE対応
LTE-Advanced対応
Wi-Fi
docomo Wi-Fi
テザリング同時接続数
Bluetooth
赤外線通信
FMトランスミッタ
TransferJet
防水／防塵
ワンセグ／フルセグ
急速充電（ACアダプタ04/05）
非常用節電機能
GPS/GLONASS
おサイフケータイ
エリアメール
WORLD WING
NOTTV

内蔵
外部

アウトカメラ
インカメラ

メモリ

カメラ






