夜景を切り撮る。その感動が伝わる。こだわりの日本製スマホ。

F-04K

一眼レフ技術で誰でも簡単、キレイに撮れるカメラ。
＊1

画面割れに強く 、ずっとあんしんして使える。
日本製ならではのあんしんとこだわりの使いやすさ。
電源キーをなぞるだけで、
あなたにぴったりの見やすさに。

1

泡タイプのハンドソープで
洗える＊2からいつでも清潔。

あんしんの指紋認証で、
サッと簡単ログイン。

＊1 高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させて画面が割れないことを確認する試験をクリア
（2018年3月現在。富士通コネク
テッドテクノロジーズ調べ）。無故障・無破損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。
＊2 無故障を保証するものではありません。
詳細は、
「ドコモのホームページ」
をご確認ください。
※画像はイメージです。

2

D es i g n

強さを、美しく磨きあげる。
さらに進 化したa r r o w s B e。
ラウンドエッジ画面
4辺をなめらかな曲面に研磨加工
した2.5Dガラス。角がなく、美しく
ラウンドするデザインが、心地よく
手にフィットします。

鏡面仕上げの背面パネル
透明感があり、ミラーのように光を
反射させます。
また、傷 が つきにくく、指 紋を拭き
取りやすい耐摩耗性に優れたハード
コートを採用しました。
たい

ま

つなぎ目のないフレーム

もう せい

スプーンカットフォルム
Exlider（エクスライダー）

指に沿うなめらかなカットで心地良い
操作性を実現しました。
※詳しくはP11〜12をご覧ください。

つなぎ目のないフレーム構造。手に
なじむ使いやすさと見た目の美しさ
を実現しました。

エレガントな3色のカラースタイル
美しい 3 色 の カラー
と透明感を持つ壁紙
が一体となり、さりげ
ない気品と高級感を
醸し出します。
White

3

Pink

Black
※画像はイメージです。
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カメラ

カメラ

割れにくい・洗える

健康サポート

Exlider

一眼レフ技術で
誰でもキレイに撮れる。

あんしん・便利

撮 影が難しい花 火も、夜 景も明るくクリアに。
一 瞬を逃さず、思い出を一 枚の写 真に！

■

高速・高精度オートフォーカス

一眼レフにも採用されるオートフォーカス技術により、暗い場所でも速く
ピントが合うので、明るく鮮明な写真が撮れます。
■

高感度カメラ

従来モデルの約1.7倍＊の明るさで撮影できるので、夜景が想像を超える
明るさで残せます。＊arrows Be F-05Jと比較した場合。

高感度センサー
高速フォーカス
だからF-04Kは
ジャスト“ピント”

5

シンプルな
ボタン配置だから
使いやすい。
難しい設定はいらず、シャッ
ターを押すだけでキレイな
写真が撮れます。撮影モード
やイン／アウトカメラの切り
替えなども簡単にできます。
※画像はイメージです。
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カメラ

カメラ

割れにくい・洗える

健康サポート

Exlider

自分に自信がもてるインカメラ。

あんしん・便利

手ブレも、お肌も、キレイに自動 補 正 。

顔も背景も
キレイ！

約 500万 画素

高性能インカメラ

■

暗い場 所でも、クッキリ、明るく、キレイに撮 影 。

美肌補正

シャッターを押す前から、画 面 上
で、肌を美しくなめらかに自動で
仕上げてくれます。

■

手ブレ補正

腕 を 伸 ばして の ブレや す い 自 分
撮りもキレイな写真が撮れます。

被写体をズームして動画を撮影。

セルフタイマー
表示

■

3RZHUHGE\

Live Auto Zoom

人が目で追うようにカメラ自らが被写体を追い、なめらかにズームします。

■

暗所合成

1回のシャッターで4枚を同時に撮影
し、瞬 時に合 成 。暗 所 のノイズ が
軽減され、
クリアに撮影できます。
7

■

画面フラッシュ

暗いシーンでの撮影でも、被写体に
光が当たり、顔も背景も明るくキレ
イに撮れます。

Live Auto Zoomモードに
切り替え、フォーカスを合わせたい被写体を
指で丸く囲む

丸で囲った被写体を
ズームで追いかけ撮影

※画像はイメージです。
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カメラ

割れにくい・洗える
割れ
にくい・洗える

Exlider

画面割れにも、
傷にも強く、
タフなスマホが
さらに進化。
1.5 m

1.5m

健康サポート

あんしん・便利

どんな厳しい環境下でも、あんしんして使えるように。
米国国防総省の調達基準であるMIL規格23項目準拠。
※MIL規格について詳しくはP20をご覧ください。

天候の変わりやすい高地

傘を忘れた日の突然の豪雨

から落としても

割れにくい*。

いつでも、キレイに「洗える＊スマホ」。
画面保護フレーム
画面の上端、下端に
0.3mmのフチを立
て、落下時にも画面
が 直接地面に当た
りにくくなります。

Corning® Gorilla® Glass 5
本体
地面

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うことができる
から、いつも清潔キレイにお使いいただけます。

高い透明度、落下時の
割れ耐性、
そして耐傷性
を備えたディスプレイ
を採用しました。

フレーム一体型の
フロントホルダー
両サイドをステンレス
フレームで補強し、
さら
に曲がりにくくしました。

リジッドベゼル
コーナーをラウンドさせ、落下時の衝撃
を分散。画面への衝撃を抑制します。
9

＊高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させて画面が割れないことを確認する試験をクリア
（2018年3月現
在。富士通コネクテッドテクノロジーズ調べ）。無故障・無破損を保証するものではありません。

＊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試験方法による）
。
無故障を保証するものではありません。
洗う際は、
電源を
切ってから行ってください。
また、
キャップ類を確実に取り付けてください。
ついた泡は、
水道水でしっかりすすいでください。
※洗った後は乾いた清潔な布で水抜きしてください。
十分に乾燥させて、
水滴が残っていないことを確認してください。
充電
器・オプション品は、
NTTドコモが指定したものを使用してください。
※詳細は、
「ドコモのホームページ」
をご確認ください。
※画像はイメージです。
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カメラ

割れにくい・洗える

健康サポート

エクスライダー
Exlider

E xlide r

片手がふさがって
いても・・・

文字の拡大も
スクロールも
指1本

右 手でも左 手でも、ラクラク操 作できる。
■

オートスクロール機能

スクロールは、3つの速度
に切り替えられ、縦長コン
テンツ閲覧時のストレス
を軽減できます。

■

自 動 でスクロ ー ル

片手でゆびスラッ！
「Exlider（エクスライダー）」。

あんしん・便利

ッ
スラ
び
ゆ

なぞったあと
センサーに
触れ続けると
自動でスクロール

触れて操作

「触れて操作」
機能をONにすれば、
左手での操作もスムーズに。
電源キーをなぞらずに、触れるだけで画面の拡大やスクロールができます。

読みにくい文字を、
「 見やすく」サポート。

電源キーをなぞるだけでぴったりの見やすさに。
電源キーに、
「 Exlider（ エクスライダー）」
を搭載。なぞるだけで、文字も
Webサイトの画像も写真もぴったりのサイズに調整できます。ホーム画面
やSNS画面なども拡大できます。※拡大できない画面がある場合があります。

■

はっきり文字

■

Webサイトやアプリで、文字が小さ
くて見にくいときに、文字や表示を
「大」
サイズに拡大し、見やすいフォン
トに切り替えます。

くっきり表示＊

くっきり表示のアイコンをタップして
いる間、
表示画面を一時的にくっきり
拡 大 表示。地図や文字を見やすくし
ます。

拡大

通常

ッ
スラ
ゆび

はっきり文字 OFF

はっきり文字 ON

通常モード

くっきり表示
アイコンをタップ

ダブルタップしてから、スラッとなぞるだけ。
11

＊著作権やユーザ情報保護されたアプリ表示では機能しないことがあります。
くっきり表示中は、
アプリケーション
の操作は行えません。

※画像はイメージです。
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カメラ

割れにくい・洗える

健康サポート

Exlider

健 康 サ ポ ート

健 康を管 理・サポートするアプリ。
■

あんしん・便利

あ んしん・便 利

どこでも
テレビが楽しめる。

ララしあコネクト

歩数・歩速のほか、心拍数、睡眠、心の健康度まで、F-04Kでセンシングした
バイタル情報を一元管理し、生活習慣の改善をサポートします。

■

ワンセグアンテナ搭載

TVアンテナを内蔵し、
外付けケーブル
を使わなくてもワンセグ視聴が可能
です。

かしこく変換して、スラスラ文字入力。
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Japan's highly public telecommunications

connecting parties over telephone lines. But what
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and another dedicated to computers.

began selling them to other companies both in and

Turn back the clock to 1923. The Great Kanto

infrastructure of Tokyo and Yokohama, including

After the Second World War, Fuji Tsushinki

the telecommunications facilities. In its efforts to

Manufacturing Co., Ltd. helped rebuild Japan's

that he was betting the future of the company on

telecommunications equipment.

In his 1962 New Year's address, Okada announced

新 聞などを読む時には、ルーペに変身。
infrastructure of Tokyo and Yokohama, including

computers and laid out his new"Communications

Manufacturing Co., Ltd. helped rebuild Japan's

and Electronics" management policy. Considering

telecommunications infrastructure. The government

that the computer division accounted for less than

the company to building a computer business.

10% of sales revenue at the time, this was a

run on another company's hardware because all

momentous decision for the company.

computer manufacturers built their machines

switching systems that had just started being

the company grew rapidly.

The communications division provided the financial

specifications

designated Fuji Tsushinki Manufacturing as an

official telephone and telegraph manufacturer, and

switching systems that had just started being

the company grew rapidly.

Prior to automatic switching systems, operators

that the computer division accounted for less than

At the same time, ambitious engineers in the R&D

support for this venture. Although it lagged in the

department increasingly wanted to pursue new

conversion of mainstream switching systems, the

according to their own proprietary technical

10% of sales revenue at the time, this was a
In the 1970s, the IBM architecture became the de

manually connected two parties over a telephone

businesses. A team of young engineers led by Toshio

division improved its technological capabilities to

facto international standard. For other companies

line using a manual switchboard. As the number of

Ikeda started developing a "computing machine".

help reestablish Fujitsu's reputation for high quality.

this meant that, if they built computers that were

momentous decision for the company.

telephone users grew, so did the human burden. The

The machine would be able to perform large

The division also drove earnings growth by

compatible with IBM's and could run the same

Ministry of Post sought to solve the problem by

numbers of complex calculations in a short period

developing submarine coaxial cable systems and

software, they might be able to gain market share.

introducing automatic switching. This sparked the

of time.

through its research and practical application of

In the beginning of the 1950s, most computers used

remarkable development of telecommunications in
Japan.

新聞や雑誌など、小さな文字で見づらい
ときはスマートフォンをかざして文字を
大きく拡大表示できます。

Contributing to the development was Fuji Electric

For the majority of manufacturers who built

fully digital transmission systems. At the same time,

IBM-compatible machines, however, the result was

the computer division continued to roll out new

often the other way around—they faced greater

vacuum tubes for circuitry, but the technology was

models of its FACOM brand computers one after

competition and many went out of business.

erratic and unreliable. So in 1954, Ikeda and his

another. A high point came in 1968, with the

The communications division provided the financial

Co., Ltd.. The company was originally established

team developed the FACOM 100, Fujitsu's first

introduction of the FACOM230-60, a revolutionary

Concluding that it had to compete based on

in 1923 as a joint venture between the Furukawa

computer using relays. Relays had been used for

computer with all integrated-circuit logic, two-CPU

international standards and succeed by building

At the same time, ambitious engineers in the R&D

many years in Fujitsu's telephone switching systems

multiprocessor system and a new operating system.

superior products, Fujitsu undertook a drastic shift

and were highly reliable.

It became a runaway bestseller and won high praise

in strategy. First, with trade liberalization

Japan. Fuji Electric imported and sold switchboards
and telecommunications equipment made by
Siemens but later on succeeded in manufacturing an
automatic switching system on its own.

manually connected two parties over a telephone

businesses. A team of young engineers led by Toshio

line using a manual switchboard. As the number of

Ikeda started developing a "computing machine".

telephone users grew, so did the human burden. The

The machine would be able to perform large

Ministry of Post sought to solve the problem by
introducing automatic switching. This sparked the

In 1935, Fuji Tsushinki ( Note*1 ) Manufacturing

from customers.

progressing, Fujitsu formed a partnership with

conversion of mainstream switching systems, the

FACOM stood for"Fuji Automatic Computer" and its
development marked the beginning of Fujitsu's

Hitachi, Ltd. under the condition that the two

The year 1968 was also memorable as the year

companies would share IBM-compatible

computer. The success of FACOM opened up a new

Fujitsu delivered the first Japanese-made online

architecture.

market for Fujitsu and taught the company's young

deposit system to Dai-Ichi Bank (currently Mizuho

engineers the thrill of taking on creative challenges.

Co., Ltd., the company that later became Fujitsu

after Okada declared that he was fully committing
the company to building a computer business.

Until the 1970s, one company's software wouldn't
run on another company's hardware because all
computer manufacturers built their machines
according to their own proprietary technical
specifications

support for this venture. Although it lagged in the

Electric Co., Ltd. and Siemens AG of Germany to

spur production of generators and electric motors in

department increasingly wanted to pursue new

豊富な単語数のATOK辞書を搭載し、常に最旬ワードに変換できます。
「文字+数字」
や
「文字+絵文字」
も合わせて学習し、かしこく予測変換する
ので、
より簡単な操作で文字入力できます。
また、
フリック学習モードを使えば、
フリックを覚えた文字から徐々に表示が薄くなっていくため、文字打ちを
スピーディーに行えるようになります。

and Electronics" management policy. Considering

designated Fuji Tsushinki Manufacturing as an

official telephone and telegraph manufacturer, and

Communications) decided to adopt automatic

■

Until the 1970s, one company's software wouldn't

Post (currently the Ministry of Internal Affairs and

introduced in Europe and America.

introduced in Europe and America.

after Okada declared that he was fully committing

Communications) decided to adopt automatic

Post (currently the Ministry of Internal Affairs and

Prior to automatic switching systems, operators

that he was betting the future of the company on

After the Second World War, Fuji Tsushinki

the telecommunications facilities. In its efforts to

restore telecommunications services, the Ministry of

telecommunications infrastructure. The government

拡大鏡

outside Japan. All this occurred less than 10 years

computers and laid out his new"Communications

Earthquake had destroyed much of the public

restore telecommunications services, the Ministry of

■

Fujitsu also engineered the semiconductors used in

system, a type of switchboard once used for
connecting parties over telephone lines. But what
does it have to do with Fujitsu?

Super ATOK ULTIAS（スーパー エイトック ウルティアス）

telecommunications and electronics would

division improved its technological capabilities to

Bank). The system, which represented a major

When Dr. Gene Amdahl, who had been in charge of

infrastructure system for Japan's economy, was an

developing IBM's 360 series, left IBM to set up

help reestablish Fujitsu's reputation for high quality.

Limited, was founded as an offshoot of the

Developing computers was a venture that required

enormous breakthrough for Fujitsu's computer

Amdahl Corporation, in 1971 Fujitsu invested in the

communications division of Fuji Electric.

an enormous initial investment. Okada, who became

business. With this deal, Fujitsu came one step

new company (in 1997 the company became a

president of Fujitsu in 1959, gave his full backing to

closer to becoming the top computer manufacturer

wholly owned subsidiary of Fujitsu) and

the initiative. Okada also predicted a future in

in Japan.

collaborated in developing IBM-compatible

In the 1970s, the IBM architecture became the de
facto international standard. For other companies
this meant that, if they built computers that were

The division also drove earnings growth by

compatible with IBM's and could run the same

numbers of complex calculations in a short period

developing submarine coaxial cable systems and

software, they might be able to gain market share.

of time.

through its research and practical application of

For the majority of manufacturers who built

fully digital transmission systems. At the same time,

IBM-compatible machines, however, the result was

In the beginning of the 1950s, most computers used

the computer division continued to roll out new

often the other way around—they faced greater

vacuum tubes for circuitry, but the technology was

models of its FACOM brand computers one after

competition and many went out of business.

Contributing to the development was Fuji Electric

erratic and unreliable. So in 1954, Ikeda and his

another. A high point came in 1968, with the

Co., Ltd.. The company was originally established

team developed the FACOM 100, Fujitsu's first

introduction of the FACOM230-60, a revolutionary

Concluding that it had to compete based on

in 1923 as a joint venture between the Furukawa

computer using relays. Relays had been used for

computer with all integrated-circuit logic, two-CPU

international standards and succeed by building

Electric Co., Ltd. and Siemens AG of Germany to

many years in Fujitsu's telephone switching systems

multiprocessor system and a new operating system.

superior products, Fujitsu undertook a drastic shift

spur production of generators and electric motors in

and were highly reliable.

It became a runaway bestseller and won high praise

in strategy. First, with trade liberalization

from customers.

progressing, Fujitsu formed a partnership with

Fujitsu had been launched by using pioneering

which

remarkable development of telecommunications in
Japan.

S M Sがあんしんして使える。
迷惑メッセージ判定

Japan. Fuji Electric imported and sold switchboards

■
and telecommunications equipment made by

FACOM stood for"Fuji Automatic Computer" and its

Siemens but later on succeeded in manufacturing an

development marked the beginning of Fujitsu's

The year 1968 was also memorable as the year

companies would share IBM-compatible

automatic switching system on its own.

computer. The success of FACOM opened up a new

Fujitsu delivered the first Japanese-made online

architecture.

market for Fujitsu and taught the company's young

deposit system to Dai-Ichi Bank (currently Mizuho

engineers the thrill of taking on creative challenges.

Bank). The system, which represented a major

When Dr. Gene Amdahl, who had been in charge of

迷惑メッセージ＊の可能性があると判定されると、開封
する際に注意メッセージが表示されます。ワンタップで
返信ができないことで慎重な行動をうながします。

In 1935, Fuji Tsushinki ( Note*1 ) Manufacturing
Co., Ltd., the company that later became Fujitsu

文字＋絵文字を一発予測変換

Hitachi, Ltd. under the condition that the two

Super ATOK ULTIAS ならではの多彩な機能

infrastructure system for Japan's economy, was an

developing IBM's 360 series, left IBM to set up

Limited, was founded as an offshoot of the

Developing computers was a venture that required

enormous breakthrough for Fujitsu's computer

Amdahl Corporation, in 1971 Fujitsu invested in the

communications division of Fuji Electric.

an enormous initial investment. Okada, who became

business. With this deal, Fujitsu came one step

new company (in 1997 the company became a

closer to becoming the top computer manufacturer

wholly owned subsidiary of Fujitsu) and

in Japan.

collaborated in developing IBM-compatible

＊迷惑メッセージとは、不特定者からの架空請求、
president of Fujitsu in 1959, 融資保証金詐欺など現金をだま
gave his full backing to
the initiative. Okada also predicted a future in which
し取ることを想起する内容を含むメッセージです。

Fujitsu had been launched by using pioneering

13

フリック学習モード

●最旬ワードを自動追加 ●町名だけで住所が入力できる ●意味を調べて入力できる

※画像はイメージです。
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カメラ

割れにくい・洗える

電 池 長 持ち！長 時 間 使えてあんしん。
■

健康サポート

Exlider

あんしん・便利

あ んしん・便 利

電 源キーに触れるだけでサインイン。

2580mAhバッテリー & 省電力設計

■

指紋認証

パーソナルノート

電源キーに指紋認証を搭載し、
ごく自然にスマートフォンを握るだけで、指紋
を認識し、
スピーディーにロックを解除します。
Webサイトへのログインやネットショッピングなどで必要なIDやパスワード、
カード番号や口座番号などの個人情報も指紋認証で、
簡単に呼び出せます。

旅行や出張中など、
なかなか充電する
タイミング がない
場 合 にも 、通 話 や
Webサイトの閲覧
をあ んしんして 行
えます。

Touch!

Touch!

細 部にもこだわりと気 配りを。
■

触れるだけでサッと認証

ストラップホール & イヤホンジャック

落下防止に役立つストラップが取り付け
られるホールやイヤホン用のジャックを標準
装備。細部にまで日本製ならではの使い
やすい配慮が行き届いています。

個人情報の呼び出しもあんしん

思い出と一 緒に、写 真をみんなで共 有 。
■

ストラップホール

らくらく写真転送 for arrows

写真・動画・PDF・Oﬃceファイルなどが簡単に共有できます。通信料が
かからないので大容量のデータもあんしんして送れます。
※対応機種および
「らくらく写真転送」
に関しては、
http://www.fmworld.net/product/phone/rakuraku/raku̲transfer/ をご確認ください。

買い物も電 車もキャッシュレス。
■

転送可能ファイル

おサイフケータイ

PDF

電子マネーやクーポンとして使えるおサイフケータイに対応＊。
レジでのお支払いや自動改札の通過が素早くできます。
＊FeliCa方式のサービスおよびTypeA/B方式のサービスがご利用になれます。TypeA/B方式のサービスをご利用に
は、
サービスに対応したドコモUIMカードが必要です。
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F-04K

●写真 ●動画 ●PDF
●Ofﬁceなどさまざまなファイル

F-01K

F-02K

※画像はイメージです。
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カメラ

割れにくい・洗える

スワイプするだけで、やりたいことがすぐできる。
■

スライドインランチャー

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。たとえば、
よく使う電卓や
トークアプリなどを 設 定して
おけば、1ステップでアクセスで
きます。

■

あんしん・便利

あ んしん・便 利

ドコモのサービス
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、
VoLTE（ボルテ）がさらに進化して高音質に。
VoLTE(HD+)対応機種同士で肉声に近いクリアな会話ができます。

高 音 質 通 話 ： 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VoLTE（HD+）対応機種同士なら肉声に近いクリアな会話ができます。

ビ デ オ コ ール： 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。また、通常の音声通話から
かんたんに切換えることが可能。

海 外 対 応 ：「WORLD WING」での海外通話（海外間、海外と日本間）でも、国内同様にVoLTEの高音質通話、
ビデオコール、通話中の高速通信に対応しました。まずは韓国から。

※日本国内では、
ドコモのVoLTE対応端末同士でLTEエリアでの通話の場合にご利用になれます。WORLD WINGでの利用可能エリ
アは、
ご利用の機種により異なります。詳しくは
「ドコモのホームページ」
でご確認ください。

※8項目まで自由に設定できます。
※スワイプできる位置は
「スライドイン機能」
から
お好みで変更できます。

初回7日間無料＊1！定額で楽しめる３つのサービス。
＜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
スワイプ操作で
簡単起動。

■

健康サポート

Exlider

よく使う電卓も
すぐに起動できる。

＊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。
詳しくは各サービスの利用
規約などをご確認ください。
サービス利用契約の成立日から起算して7日間、
サービス利用料を無料とします。
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
（2014年11月1日
（土）
〜）
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
ほかの適用条件は、
初回7日間無料と同様となります。
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あります。

なぞってコピー

写真や画像内に含まれる文字を、簡単操作でテキストとしてコピーし、
そのままペーストすることができます。
※スワイプできる位置は
「スライドイン機能」
からお好みに変更できます。
※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。

あなたの見たいが見つかる！多彩な18ジャンル、
約12万作品が見放題。
スマホでテレビ＊で、
いつでもどこでも楽しめる！
＊別途HDMIケーブル、
もしくは「ドコモテレビターミナル」などが必要となります。HDMIケーブルおよび「ドコモテレビ
ターミナル」
でのTV画面出力は一部機種非対応となります。

多彩なジャンルの人気雑誌200誌以上の最新号、
バックナンバー合わせて1,500冊以上が、
＊3
月額400円
（税抜）
でいつでもどこでも読み放題！
powered by レコチョク
人気アーティスト数NO.1＊！ 最新J-POPや懐かしの名曲など、
＊3
6,000以上の厳選された音楽プログラムが、
月額500円
（税抜）
で聴き放題♪
＊オリコン2017アーティストトータルセールスTOP100配信アーティスト数No.1。定額制音楽配信において、2018年
3月インプレス総合研究所調べ。
＊3：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。

スワイプ操作で
「なぞってコピー」を選択。
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コピーしたい文字を
指でなぞる。

文字が
コピーされる。

【dTVについて】
※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。【dマガジンについて】
※紙版とは閲覧可能期間、記事などが異なる場合があ
ります（付録などはつきません）。※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」にて確認ください。
【dヒッツについて】
※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
（月額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。
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」
でご確認ください。
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さまがご利用いただ
く場合について］
「ｄアカウント」
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。
※画像はイメージです。
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防水（IPX5/IPX8）
・防塵性能（IP6X）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
（72時間）
、
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。

【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
に浸けたり、落下させたりしないでください。
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）
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。

ご利用にあたってのご注意

【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
スピーカーなどを尖ったものでつつかないでく
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、
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
オプション品は防水／防塵性能を有し
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、
ていません。
本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
感電や回路のショートなどによる火災・故障
を直接
の原因となります。●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）
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
サウナで使用したり、温風（ドライヤー
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、
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。
●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。●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。●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。
［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。］
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MIL規格準拠について

※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。※ご使用の際はキャップ
（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。※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、内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

●F-04K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
（バッテリーの交換は有料となります）。 ●F-04Kは
くお読みください。 ●バッテリーの取り外しはできません
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
ドコモnanoUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取
くなります。 ●お客さまご自身でF-04K本体、
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-04K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-04K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-04K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
まれにお客さまの体質や体調によって
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、
ドコモの提供するLTE/FOMAネッ
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、
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」
「iモード」
「Xi/クロッシィ」
「おサイフケータイ」
「PREMIUM 4G」
「VoLTE」
ロゴは、
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、
◎Wi-Fi 、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi Directおよび
Google Playおよびその他のマークはGoogle LLC の登録商標です。
◎Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™およびWi-Fi Protected Setup™
MiracastはWi-Fi Allianceの登録商標です。
はWi-Fi Allianceの商標です。◎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
◎
「Vidhance and Vidhance
しています。◎CorningとGorillaは、
Corning Incorporatedの登録商標です。
Live Auto Zoom™」
はIMINT Image Intelligence AB社の商標です。◎「FeliCa」
はソニー株式会社の登録商
標です。
◎その他、本誌に記載されている会社名・商品名・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。

※画像はイメージです。
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■

主な仕様／機能／サービス一覧表／オプション品
サイズ
（H W D）

約144mm 約72mm 約8.3mm

基本スペック

質量

約146g

OS

Android TM 8.1

CPU

SDM450（1.8GHz 8-Core）

内蔵メモリ
（RAM／ROM）

RAM 3GB／ROM 32GB

外部メモリ 最大対応容量＊1

最大400GB（microSD／microSDHC／microSDXC）

バッテリー容量
カメラ

ディスプレイ

2580mAh（内蔵電池）
約5.0インチ HD

IPS液晶

アウトカメラ

有効画素数 約1220万画素 CMOS

インカメラ

有効画素数 約500万画素 CMOS

受信時／送信時 最大速度＊2

150Mbps／50Mbps

通信

ー

PREMIUM 4G対応
テザリング同時接続数
Bluetooth
（対応バージョン）

○（IEEE802.11a/b/g/n/ac）
Wi-Fi 10台

Bluetooth 4台

基本機能

ー

防水／防塵

IPX5/8＊5／IP6X＊5

非常用節電機能
生体認証（ログイン・決済）
ハイレゾ

サービス

おサイフケータイ
エリアメール

USB 1台

○（4.2）＊4

赤外線通信
ワンセグ／フルセグ

○＊6／ー
○＊7非常用節電モード
指紋認証
○＊8
○ NFC（FeliCa搭載）＊9

F-04K オプション

○L-01Gセット＜Black＞
○USBケーブル C to C 01
○キャリングケース 02
○ポケットチャージャー 04C
○ACアダプタ 06／07

○DCアダプタ 05
○海外用AC変換プラグCタイプ 01
○USBケーブル A to C 01
○microUSB変換アダプタ B to C 01
○ドコモ光ルーター 01

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。

F-04K 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

※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

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

受付時間
午前9：00〜午後8：00（年中無休）

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

※番号をよくお確かめの上、おかけください。

0120-800-000

DC001754

【製造元】富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社

○

WORLD WING

○＊10

スグ電

○

＊1 使用する外部メモリのメーカーにより、
最大対応容量は異なります。最新の対応状況について、詳しくはメーカーホー
ムページなどでご確認ください。また、機種・コンテンツにより制約があります。＊2 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。 ＊3 高音質通話、ビデオコール、海外ローミングなどに対応。
＊4 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」
でご確認ください。＊5 防水・防塵についてはP19をご覧くだ
さい。＊6 ワンセグ放送は、
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。ワンセグサービスについて、詳しくは
「一般社団法人放送サービス高度化推進協会のホー
ムページ」
（www.apab.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。＊7 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。＊8 ハイレゾ音源を再生する場合は、
ハイレゾに対応したイヤホンをステレオイヤホン端子に接続して、
本端末内やmicroSDカード内のファイルを再生してくだ
さい。スピーカーやBluetoothヘッドセットなどを使用すると、
ハイレゾ品質で再生されません。ハイレゾ音源、
ハイレゾ対
応機器が必要です。＊9 FeliCa方式のサービスおよびTypeA/B方式のサービスがご利用になれます。TypeA/B方式の
サービスをご利用には、
サービスに対応したドコモUIMカードが必要です。＊10 WORLD WINGの通話・通信料は国内
での通信を対象とした各種割引サービスの適用対象外です。海外でのご利用について、詳しくは
「ドコモのホームページ」
でご確認ください。
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○クイックスタートガイド ○ご利用にあたっての注意事項

○＊3（HD＋対応）

VoLTE対応
Wi-Fi（対応通信規格）

F-04K 本体付属品

○F-04K本体

富士通オリジナルサイト
製品サイト
「FMWORLD」

ドコモのarrowsシリーズスマートフォン・タブレット・
ケータイ
（SPモード）など最新機種や、
らくらく
スマートフォン・らくらくホンなどの製品をご紹介
しています。

https://www.fmworld.net/
product/phone/

「割れない刑事」スペシャルサイト

ストーリーやキャラクター紹介、
CM動画を公開。
さらにWeb限定の動画やメイキング映像を公開中！
進化したarrowsの秘密と一緒にお楽しみください！

http://www.fmworld.net/
product/phone/arrows/
warenai-deka/
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ご購入で

ご利用料金が ずっと毎月割引！
※指定プラン
（2年定期契約・解約金あり）
へのご加入など条件があります。

同じスマホを長く使うとずっとおトクに！
対 象 スマホのご利 用で ず〜っと 毎月割引

月々の
ご利用料金
これまで

月々の
ご利用料金

月々の
ご利用料金

月々の
ご利用料金

docomo with
適用後

2年目

3年目以降もずっと

ドコモの 通 信品 質・通 信エリア・アフターサポートはそのまま！

詳しくは「ドコモのホームページ」でご確 認ください 。

2018.05

株式会社NTTドコモ
本カタログは2018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。

