
背景ぼかしレベル
なし

ポートレートモードに切り替えると、背景のぼかしレベル
をかんたんに調整できるので、お好みに合わせた狙い
どおりの写真に仕上がります。

背景ぼかしレベル調整

掲載されている写真および画像はイメージです。
本カタログの内容は2019年11月現在のものです。

デュアルカメラ

＊1 一般に想定されるスマートフォンの利用があった場合の電池の持ち時間です（富士通コネクテッドテクノロジーズ調べ）。実
際の利用状況（連続通話や動画を大量にダウンロードした場合など）によってはそれを下回る場合があります。  ＊2 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。ご使用の際はスロットキャップ（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。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）。  ＊3 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。  ＊4 米国国防総省
の調達基準（MIL-STD-810G）落下に準拠した試験を実施。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。  ＊5 ハイレゾ対応のヘッドホン（別売）などが必要です。 
◎「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。　◎Google、Android、
Google　Play、YouTubeおよびその他のマークは、Google LLC　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、弊社へライセンスされていま
す。　◎「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。　◎Wi-Fi®、Wi-FiロゴおよびWi-Fi Direct®はWi-Fi Allianceの登録
商標です。　◎Exliderは富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社の登録商標です。　◎その他、記載されている製品名
などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。　◎本製品は中国製です。　◎製品仕様およびサービス内容は、予告
なく変更することがあります。　◎印刷のため、実際の色と異なることがあります。    

お問い合わせ先

カラーバリエーション

付属品
●SIM取り出しピン（試供品）　●スタートガイド
●ご利用時の注意事項およびご利用方法について　●お願いとご注意　●保証書

arrows M05　スペック

ディスプレイ／解像度

連続待受時間＊1

連続通話時間＊1

質量

サイズ（H×W×D）

カメラ
アウトカメラ

インカメラ

電池容量

内蔵メモリ

CPU

2,880mAh ※着脱不可

RAM：3GB　ROM：32GB

SDM450（オクタコア）1.8GHz

有効画素数 約1,310万画素＋500万画素 CMOS

有効画素数 約800万画素 CMOS

約5.8インチ／FHD＋（2,280×1,080ドット）

LTE：約540時間／3G：約570時間／GSM：約460時間

LTE：約1,150分／3G：約960分／GSM：約980分

約166g

約149×72×8.8mm

OS AndroidTM 9

最大通信速度 下り／上り

対応バンド

850MHz／900MHz／1800MHz／1900MHzGSM

B1／B5／B6／B193G

B1／B3／B5／B12／B17／B19／B26（18）LTE

NFC／おサイフケータイ

防水＊2／防塵＊3／MIL規格＊4
生体認証

外部メモリ

充電・接続端子

ハイレゾオーディオ＊5

Bluetooth

Wi-Fi

USB Type-C

○

○（4.2）

○（IEEE802.11a/b/g/n/ac）2.4GHz／5GHz

microSD／microSDHC／microSDXC（最大400GB）

150Mbps／50Mbps

○（Read/Write/PtoPのみ）／○（FeliCa）

○（IPX5/8）／○（IP6X）／ 耐衝撃（落下）

指紋認証

日本メーカーのあんしんスマホ

詳しくはWeb サイトへ
http://www.fmworld.net/product/phone/m05/

富士通スマートフォン／タブレット修理・相談窓口
■お問い合わせ先　050-3152-2799（通話料お客様負担）
■受付時間　9：00～18：00（システムメンテナンス日などを除く）

原寸大

背景をぼかした写真が
かんたんに撮れる

デュアルカメラ
アウトカメラには、被写体を2つの
レンズで撮影するデュアルカメラ
を採用。背景を美しくぼかした
『奥行きのある写真』を手軽に
撮影できます。

ホワイト ブラック

日本メーカーのあんしんスマホ

詳しくはWeb サイトへ
http://www.fmworld.net/product/phone/m05/

原寸大

背景ぼかしレベル
最大

背景ぼかしレベル
標準

MV000038

3校
560643 03小松崎
19 11 16



買い物や駅の改札も
キャッシュレス
おサイフケータイ®
電子マネーやクーポン等として使える、おサイフ
ケータイに対応しています。

片手で見やすさ自由自在

あんしんして使える

指紋認証×パーソナルノート
背面センサーにふれるだけで、指紋で認証してロックを解除。Web
サイトへのサインインやネットショッピングで必要な、パスワードや
カード番号などの個人情報もかんたんに呼び出せます。

指でふれてサインイン

ふれるだけで
サッと認証

個人情報の
呼び出しもかんたん

電話 メッセージ電話帳

Exlider®（エクスライダー）
背面センサーにふれて指を
スライドさせるだけで、文字や
写真・ホーム画面・SNS画面
なども自由に拡大できます。
さらに縦にも横にも自由自在
にスクロールができます。
※Exlider（エクスライダー）：特許出願中
　[日本2017-198540・米国16/155110、
　日本2017-198813、日本2019-046298、
　日本2019-047679]

かんたんセット
電話・電話帳・メッセージを見やすくて分かりやすい表示にできるから、
スマホ初心者の方でも迷わずに使いこなせます。

選べる文字入力
手書き・音声入力
手書きや音声で直感的な文字入力も
でき、スマホでの文字入力が不安な方
でもあんしんして使用できます。

防水 (IPX5/8)＊2・防塵 (IP6X)＊3・耐衝撃＊4

優れた防水・防塵性能で水まわりや埃っぽい場所など幅広い
シーンでもあんしんして使えます。さらにMIL規格の落下に準拠し
た試験もクリアしています。

ストラップホール・イヤホンジャック
紛失・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、イヤホンジャックも装備しています。

一気に拡大

×1.5

指でふれ続けるだけで

あんしん＆便利機能

シンプルホーム通常ホーム

に役立つストラップが取り付けられる

読みやすい文字と
かんたん操作

シンプルホーム
よく使うアプリや連絡先をかんたんに配置でき
ます。

ホーム画面に連絡先を
配置できます。長押しや
ドラッグ操作をしなくて
もかんたんに配置可能
です。よく連絡する相手
へスムーズに連絡できる
から便利です。

連絡先配置

見やすくて使いやすい
シンプルモード

シンプルモードに設定すると、文字が大きく、見やすい表示に自動で
切り替わります。よく使う電話・電話帳・メッセージがかんたんに操作
できます。

ストラップホール
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