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フルＨＤ大画面&大容量バッテリー搭載

ハイスペックスリム防水タブレット



使う人に合わせて使い方を手軽に変更できます。
家族みんなで共有して利用する場合に最適です。

フルHD大画面&大容量バッテリー搭載

ハイスペックスリム  防水タブレット
（IPX5/8※）

大容量バッテリー
約10080mAh

1.7GHz
クアッドコアCPU

ドルビー®

デジタルプラスフルHD大画面 ヒューマンセントリック
エンジン®

スイッチ付
スマート指紋センサー 防水／防塵※超急速充電

F-05E
超高速レスポンス、豊富なエンタメ、高音質、映像美など、
多彩なスペックで、すべてを叶える。
さらに、「スタイル切替」で自分に合った使い方を選択できる。
ARROWS史上最強のタブレット、ついに誕生。

防水
（IPX5/8）

家族で使う人にもぴったり！スタイル切替
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※　ご使用の際はキャップ（外部接続端子カバー）が　確実に閉じているかご確認ください。　防水について詳しくはP10、P37をご覧ください。　＊　iモードには対応しておりません。

＊　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です）。　＊　音声通話およびデジタル通信（テレビ電話、64　 Kデータ通信）はご利用になれません。　＊　掲載の内容はAndroidTM 4.0バージョンの内容です。　＊　画像はイメージです。  02



洗練、美麗、迫力、安全。すべ てを叶える究極のデザイン。

特殊表面処理により、いっそう
なめらかなタッチ感を実現。
特殊表面処理により、いっそう
なめらかなタッチ感を実現。

スーパーグライドコーティング

画面オンから認証解除までを指1
本で操作できます。センサーが最
適な位置にあるため、わざわざ手
を持ちかえる必要がありません。

画面オンから認証解除までを指1
本で操作できます。センサーが最
適な位置にあるため、わざわざ手
を持ちかえる必要がありません。

スイッチ付
「スマート指紋センサー」

従来より滑りにくく、はがれ
にくいデザイン処理を採用。
従来より滑りにくく、はがれ
にくいデザイン処理を採用。

滑りにくく、
はがれにくい外装

従来機種からすべてのキー
配置を見直したことで、電
源オン/オフやボリューム調
整がスムーズに。

従来機種からすべてのキー
配置を見直したことで、電
源オン/オフやボリューム調
整がスムーズに。

電源＆ボリュームキー

背面部のキメ細かく美し
いヘアラインによって、
落ち着きのある上質な雰
囲気を醸し出します。

背面部のキメ細かく美し
いヘアラインによって、
落ち着きのある上質な雰
囲気を醸し出します。

ヘアライン処理

圧倒的なサウンドを実現
するステレオスピーカー
を、スリットラインにさり
げなく配置しました。

圧倒的なサウンドを実現
するステレオスピーカー
を、スリットラインにさり
げなく配置しました。

フロントステレオスピーカー

＊　画像はイメージです。  04

Color　：　Whiteのみ
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画面バックライト制御
見た目の明るさを保ちながらも、バックライト発光輝度を低減する
CABC（Content Adaptive Brightness Control）を採用しました。

Display 臨場感あふれる大画面！“観 る”を極める機能が充実！

家族みんなの記念写真や旅行中に撮った風景写真などを
自動表示。卓上ホルダに設置するだけで、大画面のデジ
タルフォトフレームとしてスライドショーを楽しめます。

フォトフレーム
好きな写真のスライドショーを大画面で！！

いつでも見やすい明るさをキープ！！

0 128 255
暗い 明るい

表示コンテン
ツの輝度ヒスト
グラムを解析

表示コンテン
ツの輝度ヒス
トグラムを明
るい側へ伸長

0 128 255
暗い 明るい

輝度ヒストグラムを
明るい側へ伸長し
た分、バックライト
の発光輝度を制御

発光輝度
を制御

CABC適応後

高精細フルHDディスプレイを採用。YouTubeTMなどで配信されているフル
ＨＤの高精細映像コンテンツ、超美麗グラフィックゲーム、地図表示、ブラウジ
ング中や電子書籍の文字など、ディスプレイに映るすべてが美しく。感動の映
像美を体感してください。

10.1インチ高精細フルＨＤディスプレイ（1920×1200）
映像や文字、地図などをより美しく、鮮明に！！

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みを調節
し、識別しやすい配色を実現します。

あわせるビュー
年齢に合わせて色調整！！

補正後 青を強調！補正前

フルHD（1920×1200）
大画面高精細フルHD
HDよりさらにワイドなフルHDディスプレイを採用。
細部まで美しい映像が楽しめます。

HD
（1280×720）

＊　画像はイメージです。  0605  



High-Spec クアッドコア＆Xiで想像を 超えた快適操作を！

圧倒的なスピードで、常識を超えた快適操作を実現するクアッドコアCPU
「Tegra 3」を搭載。ゲームや映画などの大容量コンテンツも、ストレスフリーで
楽しめます。

NVIDIA® Tegra® 3
超高速処理でストレスフリー！！

基本の4つのCPUコアにプラスして“省電力コア”を搭載しました。軽い処理のとき
は省電力コアのみ稼働し、負荷がかかる処理のときは4つのCPUを稼働するという
ように、稼働量に応じてコアを選択。スピードを保ちながら、省電力も両立しました。

4-PLUS-1TM
ハイパフォーマンスと省電力を両立！！

超高速通信Xiに対応。高画質動画の視聴やWebブラウジングがより快適に
楽しめます。

Xi（クロッシィ）
サクサク快適な操作感を実現！！

ハイクオリティなグラフィックが楽しめる12
コアのグラフィックス・プロセッシング・ユ
ニット（GPU）を搭載。CGを駆使した高解
像のゲームもなめらかに表現します。

ハイパフォーマンス１２コアNVIDIA® GPU
高速描写や超美麗グラフィックを実現！！

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

1.5GHz
Dual Core

NVIDIA 1.7GHz 
Quad Core

＊1.5GHzデュアルコアを1とした場合の数値。

業界標準のベンチマークアプリ
Coremark

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

1.5GHz
Dual Core

NVIDIA 1.7GHz 
Quad Core

業界標準のグラフィック ベンチマークアプリ
Vendetta Online

＊1.5GHzデュアルコアを1とした場合の数値。

約1.6倍!!

約1.7倍!!

省電力
コア1 2 3

CPUコア CPUコア CPUコア CPUコア

4

※　受信時最大100Mbps、送信時最大37.5Mbpsは、東北、信越、北陸、四国、沖縄の一部に限ります。　＊　対応エリ
ア、対応機種の詳細は、「ドコモのホームページ」でご確認ください。　＊　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。

100Mbps※ 受信時最大 37.5Mbps※送信時最大Xiエリア通信スピード

低遅延大容量

高 速

大容量データも瞬時にダウンロード！

10MBのデータを転送（最大速度での受信時）の場合（理論値）

FOMA ハイスピードエリア
（14Mbps想定）

Xiエリア
（100Mbps想定）

約5.6秒

約0.8秒

4つのコアでマルチタスク処理能力が格段
に向上しました。複数のアプリケーションを
同時に立ち上げてもサクサク快適に動作。
ベンチマークアプリでは驚異のハイスコア
を達成しました。

■ 1.7GHzの圧倒的パフォーマンス

＊　1.7GHzは最大値であり使用状況によって異なります。

RAM容量2GB内蔵で、高速起動やギャラリー表示、複数のアプリを起動する
際の快適操作を実現。さらに、ROMには余裕の32GBメモリを搭載。アプリも
撮影データも思う存分保存できます。 ＊　空きメモリ容量は利用条件によって異なります。

RAM2GB＆ROM32GB
複数のコンテンツでも快適！！

文字入力など
軽い操作は

省電力コアのみ稼働

07 ＊　画像はイメージです。  08



High-Spec 利用シーンが格段に広がる！ 驚異の大容量バッテリー＆防水性能！

ACアダプタを接続すると、本体を充電し
ながら画面を閲覧できる卓上ホルダを同
梱。視聴スタイルのまま充電できるので、
ワンセグやネット動画など、思う存分楽し
めます。

卓上ホルダ同梱　
充電しながら、映像の閲覧が可能！！

＊　卓上ホルダは非防水です。

水まわりで使うときも安心して利用でき
ます。しかも大容量バッテリーなので、
バスルームやキッチンなどでネットや動
画を長時間楽しむことも可能です。

防水／防塵性能※

これからは、濡れても汚れても安心！！

※　ご使用の際はキャップ（外部接続端子カバー）
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。部品の交
換は故障取扱窓口にてタブレット本体をお預かり
しての実施となります（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、タブレットとしての機能
を有することを意味します。　※　F-05EにおいてIPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところに本体
を沈め、約30分間放置後に取り出した時にタブレット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F-05E本体を8時
間入れてかくはんさせ、取り出した時にタブレットの機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

ARROWS Tab LTE F-01Dと
比べて1.5倍以上の大容量バッ
テリーを採用。屋外に持ち出すと
きも、旅行に行くときも、ブラウジ
ングやネット動画、地図閲覧など、
バッテリーの心配なく思う存分楽
しめます。

大容量約10080mAhバッテリー
仕事でも旅行でも、安心して持ち出せる大容量バッテリー採用！！

バッテリー容量比較

F-01D

F-05E

容量

バッテリー容量

約1.5倍!!

88

満充電になるまでの時間

ACアダプタ 04
急速充電
（1.5A）

F-05E
超急速充電
（約4A）

時間

約30分充電した場合のバッテリー容量

容量

＊　グラフは、バッテリー容量がゼロの時から充電した場合の数値です。

ACアダプタ 04
急速充電
（1.5A）

F-05E
超急速充電
（約4A）

従来の急速充電と比べて、さらに短い時間で行える超急速充電にも対応。
約30分間で従来の約2.2倍の容量を充電できます。

超急速充電
短い時間でバッテリーを充電！！

＊　超急速充電には、同梱の「卓上ホルダ F39」と「ACアダプタ F07」が必要です。

1510mAh

約2.2倍!!

充電時間が

短縮!

約10080mAh約10080mAh

約6560mAh約6560mAh

700mAh

09 ＊　画像はイメージです。  10



Dolby Digital Plus × フロントステレオスピーカー × 
内蔵アンテナを搭載。さらに、録画機能や超解像技術を
使用したワンセグ映像の高画質化を実現したことで、い
つでも臨場感あふれるきれいな映像が楽しめます。

ワンセグ
お気に入りの番組は録画機能でチェック可能！！

＊　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。

次世代のドルビーデジタルプラスを国内で初
めて採用しました※。YouTubeなどで配信さ
れている高精細映像コンテンツも、本体のフ
ロントステレオスピーカーで、体を包み込むよ
うな立体的サウンドで気軽に楽しめます。
※2012年11月2日現在、Dolby Laboratories, Inc.調べ。

Dolby® Digital Plus
臨場感あふれるサウンドを実現！！

最新映像エンタメ放送局、「ＮＯＴＴＶ」に対応。ワンセグの約10倍もの高画質放送
を楽しめます。大容量32GBのROMを搭載しているので、楽しい番組がたっぷりと
保存可能です。

ＮＯＴＴＶ（ノッティーヴィー）
高画質放送を楽しめる！！

＊　ＮＯＴＴＶは株式会社mmbiが番組・コンテンツを提供するスマホ向け放送サービスです。　＊　視聴には月額420円（税込）のサー
ビス利用料がかかります。　＊　ＮＯＴＴＶのご利用に際しては、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。　＊　ＮＯＴＴＶは
モバキャス放送エリア内にて視聴になれます。詳しくはＮＯＴＴＶオフィシャルサイトにてご確認ください(www.nottv.jp/)。エリア
内であっても、利用環境等により視聴できない場合があります（「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です）。

＊　Dolby Digital Plusを〔オン〕に設定すると、メディアプレイヤーの〔オーディオエフェクト
設定〕は無効となります。

■ ドルビーデジタルプラスの搭載機能

音を歪ませることなく最大限に拡張
可能。

ボリュームマキシマイザー
あらゆるコンテンツを内蔵スピー
カーやヘッドフォンでサラウンド再
生可能。

サラウンドバーチャライザー

コントローラーで好み通りの音質に
調整可能。

グラフィックイコライザー

内蔵スピーカーの周波数特性を改善
し、意図したサウンドを忠実に再現。

オーディオオプティマイザー

セリフや会話などを聞き取りやすく
調整。

ダイアログエンハンサー

内蔵スピーカーやシャーシの共振
によって発生する歪みを除去。

オーディオレギュレーター

2チャンネルステレオ音声を5.1チャ
ンネルに変換し、サラウンドを実現。

サラウンドデコーダー

出力音声を監視して、選択したプリ
セットに合わせて自動調整し安定の
音質を実現。

インテリジェントイコライザー
さまざまなコンテンツやアプリケー
ションの音量を設定した音量レベ
ルで維持。

ボリュームレベラー

Entertainment 音も映像も圧倒的高品質  ！ リアルを超える感動がここにある。

11  ＊　画像はイメージです。  12



Entertainment ネットや映像を自由に楽  しむ。多彩な連携で歓びを無限大に！

高速通信規格「IEEE802.11a/b/g/n」に対応。テザリング機能※

によって無線ルーターとして最大8台のWi-Fi機器をネットにつ
なげます。また、Wi-Fiエリア外に出ると自動オフする機能もあ
るため、切り忘れの心配がありません。

Ｗｉ-ＦｉⓇ
高度な連携で、通信をより快適に！！

DLNA®連携（DTCP-IP対応）
家でも外でもいろんな番組を楽しめる！！

※　テザリングは11b/g接続のみ対応。　※　ご利用にはspモードのご契約が必要です。　※　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。

MHL（Mobile　High-definition　Link）変換ケーブルでつなげば、動画や
Web、ゲームなどを自宅の大画面テレビに映し出せます。

テレビ出力対応
多彩なコンテンツを大画面テレビで楽しめる！！

＊　別売のHDMI変換ケーブルSC01/L01と市販のHDMIケーブルの両方が必要となります。
＊　本体付属品以外のACアダプタが別途必要となります。

USBメモリ※2やUSB接続HDD※2、マスストレージクラス対応のデジタルカメ
ラなどを接続し、データの受け渡しやバックアップが可能。キーボードやマウス
とつなげばパソコンのように利用可能です。

USB機器接続※1

大容量データもスムーズにバックアップ！！

※1　USB機器の接続には周辺機器接続用USBケーブル T01（別売）が必要となります。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。　※2　外部ストレージはFAT32フォーマット機器に対応。また、USB HDDはAC電源接続での運用を推奨します。

家電製品との通信を最適化し、省電力を向上させました。また、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、高品質の音響も楽しめます。

Bluetooth® 4.0
ワイヤレスで楽しさ広がる！！

※1 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。  ※2 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。＊ご利用には、家庭内無線LAN
環境が必要です。

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。

BS対応
スカパー!アンテナ

ルーター

DLNA対応ブルーレイディスクレコーダー※1などと連携し、録画した地デジ番組※2

をハイビジョン画質で楽しめます。

家でも！ どこでも録画番組を視聴！

ブルーレイディスクレコーダー※1で録画した番組を、ワイヤレスでARROWS
Tab　F-05Eにダビングして外出先でも視聴可能。

外でも！

外出先で

高画質映像を持ち出して視聴！

スカパー! プレミアムサービスの録画番組も
ハイビジョン画質で持ち出して楽しめる！

寝室などで

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※　　（2012年1０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。

13 ＊　画像はイメージです。  14



ヒューマンセントリックエ ンジンでいつでも最適な使い心地を！Human Centric

15 ＊　画像はイメージです。  16

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と

世界一のスーパーコンピュータを生んだハード/ソフト技術により、

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。

大切な
情報を守る

充実した
ライフ
スタイルを
サポート

使う場所•
使う人に
応じた最適な
使いやすさ

「スーパーグライドコーティング」を
施した最新の高感度タッチパネルに
より、自分の指になじむような操作感
を実現。スクロールやメニュー操作
の際の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。

サクサクタッチパネルⓇ
指先になじむ操作感

最適な使いやすさ

タッチセンサーの情報を分析して指の動きを予測。快適で思いのままの操作感
を実現します。 ＊ホームアプリが「NX!ホーム」の時に利用可能です。

　タッチ操作予測アルゴリズム

＊「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。

従来のタブレットでは、操作をしているときにタッチ
が認識されているかが分かりづらく、操作に多少の
不安がありました。ARROWS Tab F-05Eでは、
独自開発の振動モジュールを採用することで、高速
フィードバックと振
動品質の向上を達
成。反応が速く・キレ
が良い快適なタッチ
操作が可能です。

はっきりタッチ
タッチする感覚がバイブでわかる

タッチ

キレが悪い反応が遅い

従来のフィードバック

タッチ

キレが良い反応が速い

進化したフィードバック

アプリ電池診断
無駄な電力消費をひと目でチェック！！

画面消灯中にバックグラウンドで動作している、電池持ちに影響するアプリを通
知。アプリを停止またはアンインストールできます。

省電力を実現する機能が満載。「タイマーエコモード」など、きめ細かく設定で
きて便利です。

NX!エコ
電池を長持ちさせる！！

設定時間帯や「エコレベル」
がひと目でわかります。

直感的な操作で機能オ
ン/オフや起動時間を設定
できます。



画面オンから画面ロック解除、一連の認証解除まで、たったの指1本で。パター
ン入力やパスワード入力の必要なく、スイッチを押してから指でセンサーをな
ぞるカンタンな動きだけで、一連の操作をスマート＆快適に実現します。

スイッチ付「スマート指紋センサー」
セキュリティ機能も使いやすく 入力するのが面倒なIDやパスワードを、ARROWS　Tab　F-05Eが一括管理。

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。

パスワードマネージャー
もうIDやパスワードはタブレットまかせ

アプリ起動時の認証操作で、高いセキュリティをキープ。見せたくないアプリ
だけをロックできるので、他人に貸すときも安心です。

アプリロック「milock（マイロック）」
アプリひとつひとつをしっかりロック

スイッチひとつで
画面オン/オフ操作もスマートに!!
・持ち替えなくてもOK
・ひとつのスイッチで
画面オンと認証が可能 アプリごとにシークレット設定が可能。シークレット設定をされたアプリは、

プライバシーモードをオンにすると自動的に隠れるので安心です。

ホームのアプリ非表示
こまめなセキュリティ対策が可能

＊　ホームアプリが「NX!ホーム」の時に利用可能です。

ブラウザのブックマーク、アプリケーション※、ギャラリー（静止画、動画）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」で起動・解除が可能です。

プライバシーモードⓇ
あなたに安心のセキュリティを

＊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。　※　「NX!ホーム」の時に利用可能です。

ヒューマンセントリックエ ンジンで大切な情報を徹底ガード！Human Centric

画面表示オフ状態からスマート指紋センサーを押すと、画面をオンにしてロック
画面に。持ち替えずにセンサーをなぞるだけでロックを解除できます。また、指紋
は最大10個登録可能です。

＊　あらかじめ画面ロックの認証設定が必要です。　＊　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、サッ」で画面ロック解除

■ NX!電話帳＆NX!メール
プライバシーモードに対応したNX!電話帳とNX!メールをダウンロードで
利用可能。指定した人物に関する個人情報を非表示にできるので安心し
てご利用いただけます。
＊spモードメールはプライバシーモード対象外となります。 ＊ご利用にはアプリのダウ
ンロードが必要です。ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。 ＊個人情報
を非表示にする場合は対応アプリでの指定が別途必要になります。

セキュリティ解除画面オン
センサーを
なぞる

PUSH！

カチッ サッ

17

大切な情報を守る

＊　画像はイメージです。  18



F-01D で好評の「スタイル切替」がさら
に進化。お父さん、お母さん、お子様それぞ
れが自分に合った、愛着の持てるホーム画
面を利用できます。壁紙やアイコン、時計デ
ザインはもちろん、ウィジェットやショートカットアイコンも、自分の思うまま
に。新しくなった「スタイル切替」で、日々の生活がもっと楽しくなります。

将棋ゲームアプリで、趣味を堪能！

好きな作家や監督の小説や映画を、
大画面で！

見やすい画面、使いやすい
文字入力で快適！

習いたての50音で、手軽にメール作成！

大好きなゲームを大画面＆カンタン操作で！

有害サイトをブロックするので、ネットも安心。

家族それぞれに愛着ホームを！
「スタイル切替」　
家族それぞれに愛着ホームを！
「スタイル切替」　

詳しくはP21へ
キッズスタイル
スタイル切替

詳しくはP23へ
かんたんスタイル
スタイル切替

詳しくはP26へ
ナチュラル
スタイル切替
お母さんは

詳しくはP25へ
ステーショナリー
スタイル切替
お父さんは

シニアの方にも！シニアの方にも！

お父さん、
お母さんにも！
お父さん、
お母さんにも！

お子様にも！お子様にも！

＊　画像はイメージです。  2019



あんしん、カンタン、快適。子ど もたちにうれしい使い心地を。あんしん、カンタン、快適。子ど もたちにうれしい使い心地を。
多彩なゲームで男の子も女の子も楽しめる！

子どもたち専用の入力履歴で使いやすい！

“あいうえお”で分かりやすく文字入力！

［ i-フィルター］　
有害サイトからお子様を守る「i-フィルター」も利用が可能です。
＊「＠Fケータイ応援団」よりダウンロードが必要です（１年間、無償でお使いいただけます）。

学校で習った
50音表で

文字を入力できる！

遊んで学べる知育アプリやお子様が大好きな絵本アプリなど、多彩なジャンル
のアプリをご用意。お子様の好みに合わせてお楽しみいただけます。

■ キッズ向けアプリ

他のスタイル時に利用した際の履歴と、キッズスタイル時の履歴を別々に保存。大
人が使う難しい漢字を残さないので、お子様にも便利です。

学校で習った「あいうえお」の50音表で入力する50音入力に対応。カンタンに
文字入力ができる上、小さい子にはひらがなの勉強にも使えます。

■ キッズ用の文字入力履歴

■ 50音入力

徹底した情報ガードで安心と安全を！
■ キッズ用のアプリ利用可否設定

「できたよカレンダー」や「じか
んわり」など、便利なアイテムを
分かりやすく画面に配置。かわ
いいデザインで楽しく使えます。

学校生活にぴったりなアイテムも充実！
■ キッズホーム画面

「検索」や画面の「拡大」「縮小」などを分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。

大きくわかりやすい表示で見やすく！
■ かんたんインターネット

キッズスタイルで使えるアプリ、使え
ないアプリを指定可能。お子様が利
用できるアプリを事前に設定できる
ので安心です。

インターネットも
見やすく

分かりやすい！

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。

「スタイル切替」のキッズスタイルなら、大
きな文字で使いやすく、デザインもかわい
いので、子どもたちにぴったり。アプリや
Webの利用を制限できるので、お子様に
も安心です。

キッズスタイル

楽しい画面！
時間割も使える！

スタイル切替

＊　画像はイメージです。  2221



「かんたんスタイル」で、シン プルに、使いやすく。

■ 将棋ウォーズ
人気の将棋ゲームもご用意！

日本将棋連盟公認の熱狂的エンターテインメン
ト将棋。常識を覆すド派手な演出が魅力です。

■ シニア向けサービス
大人らしく旅や街を楽しめる情報がいっぱい！ グルメ

旅行

ショッピング

旅行やグルメなど、大人の楽しみを満喫する
際に役立つサービスも充実しています。

■ 50音入力
“あいうえお ”で分かりやすく文字入力！

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。

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
行えます。 らくらくコミュニティ

コメント投稿や、写真投稿、メッセージ交換な
どを通じて、新しい「つながり」をつくっていく
コミュニティサービス。共通の趣味や話題を分
かち合い、インターネット上でさまざまな人と
交流できます。

たくさんの人とつながる楽しさが満載！

月額使用料無料

大きい文字やクリアな配色で
画面を構成。使いたい機能が
分かりやすく表示されるため、
タブレットをカンタンに使いこ
なせます。

詳しくはP21を
ご覧ください!

カンタンで分かりやすい使い心地をとこ
とん追求した「かんたんスタイル」をご
用意。大画面のタブレットを贅沢に使っ
たアプリの配置や表示などで、いつでも
どこでも、やりたいことを手軽にすばや
く実行できます。

設定も迷わない！やりたいことをタッチで選択！

見やすい配色

大きな文字！
■ かんたんホーム画面
見やすい配色＆表示で迷わず操作！

■ かんたん設定
タッチ操作で設定もお手軽に！

■ かんたんインターネット
「検索」も「拡大」もパッと見て分かる

「かんたんスタイル」で、シン プルに、使いやすく。
かんたんスタイルスタイル切替

＊　画像はイメージです。  2423



多彩なスタイルで、一人ひとり の個性に応える。

ホーム画面にあるアプリや
機能で、映画や音楽鑑賞な
どのエンターテインメント
を本格的に楽しめます。

臨場感あふれる音響＆映像を楽しむ！

グリーンを基調にした、清潔感の
あるやさしいデザインが心を癒し
てくれる自然派志向のスタイル。
また、キッチンタイマーやレシピ、
メモなどが大きく表示されるの
で、毎日忙しい主婦に最適です。

緑の落ち着いた雰囲気で心を穏やかに！

読書や映像のアプリや半身浴に
便利なお風呂タイマーなどを
ホームに配置。お風呂好きに
ぴったりのスタイルです。

＊　お風呂での利用については、P10を
ご覧ください。

バスタイムを充実させる機能がいっぱい！

壁紙のテクスチャが高級感を
演出。スケジュール管理や資
料作成に便利なアプリはもち
ろん、音響やカメラなどの趣
味に使えるアプリを使いやす
く配置。ビジネスにも遊びに
も妥協しない、上質な大人に
ぴったりです。

■ Audio　＆　Visual

■ ナチュラル

■ ウォータープルーフ

■ ステーショナリー
本質を知る大人にふさわしい極上の上質感！ 

お母さんにはお父さんには

上質感を漂わせる「ステーショナリー」や植物のやさしいイメージが
心を癒す「ナチュラル」など、使う人の好みに合うようにさまざまな
スタイルをご用意。自分にぴったりなスタイルを選んでタブレットラ
イフを楽しみましょう。

充実した電子辞書でビジネス文書もスマートに作成！

移動中に情報収集！ 大容量バッテリーで安心！

家族の思い出の動画をリビングのテレビで楽しむ！

夕飯レシピをアプリでチェック。防水だからキッチンでも安心！

Webショッピングも、タッチ操作＆大画面で快適！

教育番組の持ち出し視聴で、ぐずった赤ちゃんも笑顔！

ステーショナリー／Audio & Visual ／ナチュラル／ウォータープルーフ

多彩なスタイルで、一人ひとり の個性に応える。
スタイル切替

＊　画像はイメージです。  2625



Application 手にした瞬間から、タブレッ トの世界が広がるアプリが満載！

家族で楽しめるアプリや、ビジネスで役立つアプリ、動画、ゲーム、料理など、
便利なアプリが買ったその日から使えます。

「DEMONS’ SCORETM（THD）」の体験版を搭載。音楽にあわせ
て悪魔と戦う、ハイクオリティな３Ｄグラフィックゲームです。

■ デモンズ体験版

ゲーム

人気の絵本作家たちもとみちこさんの絵本をゲーム化。読み聞
かせ音声や効果音、クイズなどで楽しく演出しています。

■ アニーのちいさなかばん

本体を傾けてカーブ、タップしてドリフトなど、直感操作でレー
スを楽しめます。

■ Wacky Motors for F

日本将棋連盟公認のゲーム。今までにないド派手な演出で将棋
を楽しめます。

■ 将棋ウォーズ

優れたグラフィックやなめらかな操作感など、Tegraモバイル
プロセッサの特性を活かしたプレミアムなゲームを楽しめます。

■ TegraZoneTM

130 万以上のレシピから好きな料理を検索できるアプリ。毎日の
夕飯やお弁当のおかずに悩んだときにおすすめです。

■ クックパッド

料理

世界中の多彩な動画を視聴できるインターネット動画共有サービ
ス。いつでも臨場感あふれるムービーを楽しめます。

■ YouTube

動画

DLNA準拠のコントローラーから配信されるデジタル放送録画コ
ンテンツを自由に楽しめます。

■ DiXiM

アプリごとにロック設定できるアプリ。「ギャラリー」や「電話帳」
など、見せたくないアプリだけをロックすることができます。

■ アプリロック milock（マイロック）

＊「＠Fケータイ応援団」よりダウンロードが必要です（１年間、無償でお使いいただけます）。

有害サイトへのアクセスを防ぐフィルタリングソフト。お子様に利
用させたいときも安心です。

■ i-フィルター

セキュリティ

ビジネス

Microsoft® Excel®/Word/PowerPoint®ならびにPDF
ファイルの閲覧ができます。

■ Document Viewer

＊　Microsoft Excel 2010/Word 2010/PowerPoint 2010のファイルまで対応。

スマホ向け放送サービス「NOTTV」が視聴できます。時間に縛ら
れない視聴スタイルで多彩なジャンルの番組を楽しめます。

■ ＮＯＴＴＶ

＊　NOTTVについて詳しくは、P11をご覧ください。

27 ＊　画像はイメージです。  28



Usability 多彩な文字入力で、文章作 成が驚くほど効率的に！

片手入力から手書き入力まで多彩な文字入力方式を搭載。キッズスタイルにすると
学校で習う右はじめの50音入力を自動で表示。また、かんたんスタイルにすると
使い慣れた左はじめの「ATM式50音入力」に自動で切り替えるなど、ARROWS　
Tab　LTE　F-01Dと比べてさらに使いやすく進化しました。

文字入力
多彩な文字入力で文書作成もスムーズに！！

■ 入力をもっと便利にするATOK®対応
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。

テンキーを両手で同時入
力。高速入力が可能です。

■ 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、同時に手書き入力も行えます。

■ 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。

高速両手打ち入力

人気の顔文字３５１種と絵文字1500種をプリインストールしました。メールや
SNSで使用すれば、何気ない文章もますます楽しく演出できます。

絵文字&顔文字
あらゆる文章をグーンと楽しく！！

■ 手書き文字入力
富士通独自の手書き文字認識エンジンがさらに
パワーアップ。文字も記号も切替えなしで連続
入力が可能です。

■ 簡単50音入力

キーボードに不慣れな方でもカンタンに
文字入力できます。

学校で習う配列なので、お子様でも文字が探し
やすく、入力履歴（文字変換候補）も個別に保
存するので便利です。

右はじめ（キッズスタイル）

左はじめ

文字と文字の間に間隔があり、ボタン型で
表示する「ATM式50音入力」で、入力し
やすくなります。

左はじめ（かんたんスタイル）

29 ＊　画像はイメージです。  30



Utility 充実のハイスペックで、日常  をもっと便利に、快適に。

「広辞苑」や「リーダーズ英和辞典」、「裁判おもしろことば学」など、音声や動画
に対応した合計30冊分の本格マルチメディア辞書をすぐに利用できます。

富士通モバイル統合辞書+   
本格電子辞書30冊をプリインストール！！

HD動画撮影に対応した約810万画素カメラには、積層型CMOSイメージセン
サー「Exmor RS」を搭載。約10.1インチの大画面なので、大人数でも画面を
見ながら写真や動画の撮影が行えるため便利です。前面の約130万画素CMOS
カメラでは、ビデオチャットや自分撮りも快適に楽しめます。

画面の端から中央へ指を動かすスワイプ操作で、よく使うアプリやショートカッ
トをすぐに起動可能。わざわざホームに戻る必要はありません。

スライドインランチャー
アプリの起動もラクラク！！

30辞書＋6分野別検索
広辞苑第六版 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
裁判おもしろことば学
現代用語の基礎知識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
デイリー日伊英・伊日英辞典
デイリー日西英・西日英辞典
デイリー日中英３か国語会話辞典
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

810万画素高機能カメラ
静止画も動画も高画質で撮影!!

メーカーサイト

※ホーム画面のブックマークアイコン（初期設定）からカンタンにアクセスできます。＊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｡

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/

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！

http://www.facebook.co
m/fujitsumobile/

http://atf.fmworld.net/

https://twitter.com/#!/F
ujitsuMOBILE/

Facebook Twitter

■ ARROWS @■ @Fケータイ応援団※

■ FujitsuMOBILE

ステータスバー横のアイコンへのタップ操作か、スワイプ操作※をするだけで、表示
している画面を保存できます。さらにそのまま手書き入力をしたり、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。 
※あらかじめ設定が必要です。

キャプメモ
あらゆる画面を瞬時に保存! 上から手書きもOK！

保存したい画面で…
ワンタッチで
カンタン起動！

画面に手書きで
メモやマーカーを
付けられる！

31 ＊画像はイメージです。  32



Service ドコモならではのサービス＆ 機能で、毎日をさらに楽しく。

＊アプリによっては自動的に通信を行うなど通信料が高額になる可能性がありますので、「Xiパケ・ホーダイ　 フラット」等のご利用を強くおすすめします。

【メールサービス】　ドコモのメールアドレス（＠docomo.ne.jp）をタブレットでご利
用いただけます。楽しく便利な絵文字やデコメール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（月額使用料：315
円）のご契約が必要です。また、spモード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。

【インターネット接続サービス】　「dメニュー」やインターネットのホームページを閲覧したり、
音楽やゲームなどのコンテンツをダウンロードすることができます。
【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
スマートフォンに無限の楽しさが広がるコンテンツマーケット。「VIDEOストア※」
「BOOKストア※」「MUSICストア※」「アニメストア※」「ショッピングストア※」「ゲーム
ストア※」「アプリ&レビュー」の7つのストアから、お好みのコンテンツを利用できます。

※　ご利用にはspモード（月額使用料：315円）のご契約が必要です。　＊　別途パケット通信料がかかりま
す。また、アプリケーションによっては、自動的にパケット通信を行う場合があります。紹介しているアプリ
ケーションには、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。　＊　通信料金のお支払い状況
によっては、「dマーケット」上のコンテンツをご利用になれない場合があります。　＊「dマーケット」上のコ
ンテンツは、「VIDEOストア」および「BOOKストア」を除き、各コンテンツ提供者が提供するものです。

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。タブ
レットでしか味わえない、楽しい便利なコンテンツがカンタンに見つかります。ドコモ
のサービスやお客様サポートも充実。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。
＊　各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。　＊　アプリケーションによっては、自動的にパケット通信を行う場合があり
ます。紹介しているアプリケーションには、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

想い出は、いつでもそばに。「フォトコレクション」は大切な写真や動画をクラウドにま
とめて保存可能。「人物」や「イベント」などで自動グループ分けされた想い出の写真
を、いろいろな機器から楽しむことができます。

＊　「フォトコレクション」は、利用頻度や利用方法などにより、通信料が高額になる場合がありますので、パ
ケット定額サービスなどをご利用ください。　＊　アップロードできる写真等のデータ容量（クラウド保存容
量）は5GBまでとなります。 

■ フォトコレクション

「調べたいこと」や「やりたいこと」などをタブレットに話しかけると、その言葉の意図
を読み取り、サービスや端末機能の中から最適な回答を画面に表示。さらに、待受画
面上のマチキャラがしゃべって答えてくれる「しゃべってキャラ」にも対応しています。

■ しゃべってコンシェル

月額使用料 ： 無料 お申込み ： 不要

＊　ご利用にあたり、spモードの契約（315円/月）が必要となる場合があります。　＊　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。

タブレットを利用し、ウェブサイトの閲覧、spモードメールの利用、アプリの利用を安全に行うた
めにおすすめのセキュリティサービスをまとめて申込みできます。

■ ネットセキュリティ あんしんパック

月額使用料 ： 210円 お申込み ： 必要

＊　月額使用料210円をお支払いただくことにより、ドコモ　あんしんスキャンのプライバシーチェックおよ
びセーフブラウジングをご利用いただけます。　＊　ドコモ　あんしんスキャンのセキュリティスキャンおよ
びspモードメールウイルスチェックは、月額使用料はかかりません。　＊　「ネットセキュリティ　あんしん
パック」とは、ドコモ　あんしんスキャン（セキュリティスキャン、プライバシーチェック、セーフブラウジン
グ）およびspモードメールウイルスチェックを同時にお申込みいただいている状態の総称です。　＊　各機
能を個別にご利用いただくこともできます。

ドコモ あんしんスキャン

アプリを利用する セキュリティスキャン／プライバシーチェック

ウェブサイトを閲覧する セーフブラウジング

spモードメールを利用する spモードメールウイルスチェック

33 ＊表示価格は税込です。  ＊画像はイメージです。  34



Spec

■ 主な仕様

※1　ワンセグの音声は、SCMS - T方式の著作権保護に対応しているA2DP対応B l u e t o o t h
機器でのみ再生できます。　※2　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。
＊　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。

ドコモmin iU IM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min iU IM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。

サイズ（H×W×D）

質量

連続待受時間

約169×259×9.9mm

約589g

約10.1インチ WUXGA（1920×1200dot）

○（静電式）

有効約810万画素 CMOS

有効約130万画素 CMOS

1.7GHzクアッドコア

RAM 2GB/ROM 32GB

Andro id  4 .0

100Mbps（受信）/37.5Mbps（送信）

○（IPX5/8、IP5X）

○（視聴予約/録画予約）

○（H.263、H.264、MPEG-4、WMV、VC-1、VP8）

○（DTCP- IP対応）

ワンセグ

動画再生

D L N A

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

microUSB、ステレオヘッドホン（φ3.5mm）、
microSD/SDHC/SDXCカード※2、
ドコモminiUIMカード

通信機能

○（AAC、HE-AAC v1、HE-AAC v2、MP3、
MIDI、WMA)

音楽再生

B l u e t o o t h ※1

W i - F i

液晶

カメラ

CPU

メモリ

OS

L T E

防水 ／防塵

インターフェース

○（IEEE802.11a/b/g/n） 2.4GHz/5GHz

◎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。　
※1　本端末と接続するには、FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01が必要です。

○卓上ホルダ F39
○ACアダプタ F05
○ACアダプタ F06
○ACアダプタ F07
○ACアダプタ 03
○DCアダプタ 03
○HDMI変換ケーブル SC01
○HDMI変換ケーブル L01
○Bluetoothヘッドセット F01
○Bluetoothヘッドセット用 ACアダプタ F01
○海外用AC変換プラグCタイプ 01
○microUSB接続ケーブル 01

○ワイヤレスイヤホンセット 02
○ワイヤレスイヤホンセット 03
○FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01
○FOMA 乾電池アダプタ 01※1
○FOMA ACアダプタ 01※1
○FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※1
○FOMA ACアダプタ 02※1
○FOMA DCアダプタ 01※1
○FOMA DCアダプタ 02※1
○PC接続用USBケーブル T01
○microSDメモリーカード（64M/P）
○microSDメモリーカード（64M/San）

■ F-05E オプション

※1　Xiエリアの一部に限ります。Xi対応エリアの詳細は「ドコモのホームページ」でご確認ください。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。　※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。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。　※3　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。初期設定では、外部機器とスマートフォン・タブレット間でパスワードなど
のセキュリティは設定されていません。任意のパスワードなどの設定をおすすめします。　※4　緊急地震速報・津波情報のみ対
応。災害・避難情報には対応しておりません。　※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（www.nottv.jp/)。

対応「○」、非対応「－」

Xi※1

○
100Ｍbps（受信）/37.5Ｍbps（送信）

防水
ＩＰＸ５/8等級
赤外線通信

＿

WORLD WING
○（クラス4）

Wi-Fi（無線LAN）

○

ワンセグ
○

エリアメール※4

○
GPS/オートGPS

○

■ サービス／機能対応表

■ F-05E 本体付属品
○F-05E（保証書含む） ○卓上ホルダ F39 ○ACアダプタ F07（保証書含む）
○クイックスタートガイド ○アンテナ付イヤホン変換ケーブル（試供品）　

サイズ ／解像度

タッチパネル

アウトカメラ

インカメラ

FOMAハイスピード※2

○
14Mbps（受信）/5.7Mbps（送信）

おサイフケータイ
＿（FeliCa非搭載）
Wi-Fiテザリング※3

○
NOTTV※5

○

［3G］ 約2190時間
［LTE］ 約1430時間
［GSM］ 約1590時間
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0120-800-0001 5 1（無料）

ご利用にあたってのご注意
●F-05E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。●F-05E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、待受時間は短くなります。●充電時間は電源を「切」にして、電池パック
を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。●電池パックの充電状
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、待受時間が半分程
度になったり、ワン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-05E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-05E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-05E本体の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やF-05E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-05E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。

＊　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。

TEL 03-3570-6064富士通株式会社 モバイルフォン事業本部
【F-05E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。

ドコモの携帯電話からの場合 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。

（局番なし）
受付時間
午前9：00～午後8：00（年中無休）

＊　一般電話などからはご利用になれません。

◎「FOMA」「Xi/クロッシィ」「WORLD　WING」「iモード」「spモード」「デコメ」「デコメール」「dメニュー」「dマーケット」「Xiパケ・ホー
ダイ　フラット」「iアプリ」「エリアメール」「ネットセキュリティ　あんしんパック」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
◎Google、YouTube、Android、PlayストアおよびAndroid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。　◎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の登録商標です。　
◎microSD、microSDHC、microSDXCおよびmicroSDロゴはSD-3C,　LLCの商標です。　◎Microsoft®、PowerPoint®は、米国の
Microsoft　Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。　◎Microsoft　Excel、Microsoft　Wordは、米国
のMicrosoft　Corporationの商品名称です。本書ではExcel、Wordのように表記している場合があります。　◎「Exmor」「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。　◎「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。　◎QRコードは、株式会社デンソー
ウェーブの登録商標です。　◎Bluetooth　smart　readyとそのロゴマークは、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。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。　◎「ATOK」は株式会社ジャストシ
ステムの登録商標です。　◎「ニッセン」は、株式会社ニッセンホールディングスの登録商標です。　◎「Hot　Pepper」および「Hot　
Pepper」ロゴ、「じゃらん」および「じゃらん」ロゴは、株式会社リクルートの登録商標です。　◎「NOTTV」および「NOTTV」ロゴ、「mmbi」ロ
ゴは、株式会社mmbi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。　◎　 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。◎TwitterおよびTwitterロゴは、アメリ
カ合衆国または他の国々におけるTwitter,Inc.の登録商標です。　◎FacebookおよびFacebookロゴは、Facebook,　Inc.の商標です。　
◎aptＸはCSR　plc.の商標です。　◎NVIDIA、NVIDIAのロゴ、Tegra、Tegraロゴ、GeForceは、米国およびその他の国におけるNVIDIA　
Corporationの商標または登録商標です。　◎「DEMONS’　SCORE」は、株式会社スクウェア・エニックスの登録商標です。　◎スカ
パー! は、スカパーJSAT株式会社の商標です。　◎「サクサクタッチパネル」「HumanCentric」は、富士通株式会社の登録商標です。　
◎「ヒューマンセントリック」および「ヒューマンセントリックエンジン」は、富士通株式会社の商標です。　◎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。　◎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／防塵性能について＞
［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。
●キャップ（外部接続端子カバー）をしっかりと閉じてください。●キャップ（外部接続端子カバー）が浮いていない
ように完全に閉じたことを確認してください。

［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。●キャップ（外部接続端子カバー）はしっかり
と閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、浸水の原因となりま
す。●スピーカーを綿棒や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。●キャップ（外部接続端子カバー）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F-05E本体を差込んだ状態
でワンセグ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
の水まわ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。F-05E本体は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ときは、30分以内としてください。●プールで使用するときは、その施設の規則
を守って使用してください。●F-05E本体は水に浮きません。●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。●スピーカーに水滴を残さないでくださ
い。●カードスロットキャップが破損した場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。●キャップ（外
部接続端子カバー）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、ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。●キャップ（外部接続端子
カバー）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）。部
品の交換は故障取扱窓口にてF-05E本体をお預かりしての実施となります。］

【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（IEEE802.11a/b/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。

Bluetooth機能が使用する周波数帯
①2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
②FH：変調方式がFH-SS方式であることを示します。
③1：想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
④　　　　　：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
①2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
②DS/OF：変調方式がDS-SS方式、OFDM方式であることを示します。
③4：想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
④　　　　　：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。
⑤本端末に内蔵の無線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。
＊　航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

2012.11
本カタログの内容は、2012年11月現在のものです。

DC0515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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「スタイル切替」でみんなに快適。みんなに便利。

家族で楽しむタブレット

F-05E
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