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トリプル瞬速 フルカラーHDディスプレイ 次世代ヴィジュアルエンターテインメント ホームネットワーク＆優れた拡張性

高機能＆高感度1310万画素カメラ ヒューマンセントリックエンジン 洗練されたユーザーインターフェース 多彩な便利機能

注1：ベストエフォート型サービスです。

注2：詳しくは防水・防塵性能をご覧ください。

次世代の速さでネット接続

瞬速1：WiMAX搭載

受信時最大40Mbps、送信時最大10Mbps（注3）の高速通信を実現するWiMAXを搭載。YouTube のHD動画や映画コンテンツのダウ

ンロード、Webブラウジングが驚きの速さで楽しめます。

あらゆる動作がサクサク快適に

瞬速2：1.2GHz高性能デュアルコアCPU

高画質動画の再生をはじめ、ゲームやWebブラウジング、各種ア

プリのマルチタスクなど、あらゆる動作をサクサク快適に行えま

す。
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指に吸いつくような高速タッチ操作

瞬速3：サクサクタッチパネル

指の動きに合わせて画面がまるで吸いついてくるようなスムーズ

な操作感を実現。特殊表面処理の「スーパーグライドコーティン

グ」により、いっそうなめらかに操れます。

注3：WiMAXについて

WiMAXエリア外のauエリア（WIN HIGH SPEED）では受信最大9.2Mbps、送信最大5.5MbpsのCDMA通信となります。

ベストエフォート型サービスです。

記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。

通信環境や混雑状況により、大幅に低下する場合があります。

音声通話中は、WiMAXによるデータ通信を利用できません。

WiMAXエリアでのご利用時には、月額利用料とパケット通信料が別途かかります。詳しくはauホームページにてご確認ください。

ページの先頭へ

すべてを驚きの美しさで映し出す

4.3インチ1677万色フルカラーHDディスプレイ

4.3インチ大画面で、1280×720pの高精細HDディスプレイを搭載。YouTubeなどのHD動画を高画質のまま表示したり、こまかい文字

も細部まで鮮明に表示できます。さらに1677万色フルカラー表示に対応し、微妙なグラデーションや複雑な陰影なども、より美しくリア

ルに映し出せます。

質感までも再現できる精緻で美しい映像に

高画質化技術

1.2GHz高性能デュアルコアCPUの卓越した処理能力により、高度なリアルタイム画像処理が可能。シーンや内容に合わせ、いつでも

見やすい映像を実現します。

モバイル質感リアライザー

シーンに応じて最暗部・最明部を自動調整し、暗い部分の黒つぶれや

明るい部分の白飛びを抑制。立体感・奥行き感のある映像を実現しま

す。また、ほの暗いシーンや肌の色合いも、より見た目に近い表現が

可能です。

超解像技術

http://www.au.kddi.com/


精緻なリアルタイム画像処理により元画像を復元。精細感と臨場感のある画像を再現しディテールの輪郭まで美しい映像にします。

ページの先頭へ

撮るのも見るのもハイビジョンの映像美で

フルハイビジョンムービー撮影

フルHD（1920×1080）サイズのムービー撮影が可能。カメラの起動も高速なのでムービーチャンスを逃しません。撮

った動画はHDディスプレイで臨場感豊かに観賞できます。

画像サイズがフルHD（1920×1080）のときに使用するmicroSDカード／microSDHCカード（別売）はClass4以上のものを推奨しま

す。

大画面テレビで思い出が鮮やかに蘇る

HDMI 出力

HDMIマイクロプラグ（タイプD）に対応したHDMIケーブルでフルハイビジョンテレビに接続でき、写真や動画を

高画質のまま観賞できます。

HDMIケーブルは別売です。

WiMAXの高速ダウンロードで、感動をいつでもその手に。

WiMAXはベストエフォート型サービスです。

音声通話中は、WiMAXによるデータ通信を利用できません。

WiMAXエリアでのご利用時には、月額利用料とパケット通信料が別途かかります。詳しくはauホームページにてご確認ください。

ビデオオンデマンドサービス連携

映画やドラマなど豊富なラインアップが魅力の「TSUTAYA TV」のビデオオンデ

マンドサービスアプリを搭載。高速ダウンロードにより、ちょっとした空き時間にも

高画質の映画やドラマを楽しめます。

「TSUTAYA TV」は、ハリウッドメジャー映画6スタジオの新作映画やTVシリーズ

を中心に、ダウンロードレンタルをご提供する日本初（注4）Android 搭載端末向

けアプリです。

注4：2011年10月1日現在、TSUTAYA.com調べ。

®

™

http://www.au.kddi.com/


サービスのご利用には別途料金がかかります。

高音質エンジンDolby  Mobile v3搭載

まるでホームシアターのような臨場感あふれる高品質なサウンドを実現。美しい映像を美しい音で楽しめます。

ステレオイヤホン（別売）接続時のみ利用できます。

ページの先頭へ

録画した地デジ番組を別の部屋で見られる

DLNA 連携（DTCP-IP対応）

プリインストールのDiXiMホームネットワークアプリで、DLNA対応ブルーレイレコーダー（注5）と連携して録画した

地デジ番組（注6）をハイビジョン画質でストリーミング視聴可能。例えば、リビングのテレビで他の番組を見ていて

もARROWS Zでレコーダー内の録画番組を視聴でき、家中どこでもハイビジョン画質で楽しめます。

また、ARROWS Zの写真・音楽をWi-Fi通信経由でDLNA対応機器で、表示・再生することも可能。撮影した写真をテレビに映せば大

人数で観賞でき、さらに楽しみが広がります。

注5：対応機器については、ISW11F DLNA連携、対応機器一覧をご確認ください。

注6：著作権保護技術DTCP-IPに対応したDLNAサーバー機器に録画・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

IEEE802.11nでの接続を推奨します。

注7：詳しくは防水・防塵性能をご覧ください。

ご利用には、家庭内無線LAN環境が必要です。

外出先でも快適なブロードバンド環境

Wi-Fiテザリング対応

WiMAXの高速通信や3G通信を利用してWi-Fiアクセスポイントとして使用可能。外出

先でもパソコンやゲーム機などのWi-Fi対応機器を同時に最大8台インターネットに接

続できます。家でも外でも、高速通信WiMAXを利用した快適なブロードバンド環境に繋ぐことができます。

®

®

http://www.fmworld.net/product/phone/au/dlna/isw11f/


注8：WPSはクライアントモードの時のみ利用可能です。

ISフラットへの加入を推奨します。

ケーブルレスでパソコンとデータ共有可能

F-LINK

Wi-Fiのネットワークを使ってパソコンとスマートフォン間でデータの送受信が可能（注9）。写真や動画はもちろ

ん、オフィス文書などの送受信も可能（注10）です。

注9：対応機器について

PC：LIFEBOOK／ESPRIMO 富士通製PC2011夏モデル以降＜一部除く＞

スマートフォン：ISW11F／IS11T

Windows Vista ／Windows 7とF-LINKソフトにて他社PCでも利用可能。

注10：ワンセグ録画データなど著作権保護データは除く。

PC側F-LINKソフトについては、FMWORLDに発売日以降提供予定。

大容量データのバックアップ／受け渡しがかんたん

USB機器接続

USBメモリ（注11）やマスストレージクラスに対応したデジタルカメラなどをスマートフォンに直接接続（注12）できます。データバックアップ

や受け渡しに便利です。

注11：FAT32フォーマットに対応。

注12：接続には別途専用ケーブル（別売）が必要です。なお、全てのUSB機器との接続を保証するものではありません。

ページの先頭へ

コンパクトデジタルカメラに迫る多彩な機能

® ®

高画質テクノロジーで、より美しく高精細に

高性能センサー×高速画像処理エンジン搭載

裏面照射型CMOSセンサー「Exmor （エクスモ

ア） R for mobile」と、富士通製の画像処理エン

ジン「Milbeaut （ミルビュー） Mobile」を搭載。2

つのテクノロジーが融合し、さらなる高感度・低

ノイズ化を実現しました。

®

®

暗いシーンも明るくキレイに描く

高感度最大ISO25600（注13）相当

夜間や室内などうす暗いシーンでも、被写体のブレや画像のザラ

ツキを抑えて明るくキレイに撮れます。

注13：3M（1536×2048）サイズまで。13M（3096×4128）サイズの静止画で

ISO6400まで対応。

アートカメラ

クロマキーやジオラマなど、特殊なフィルター機能を11種類搭載。

自慢したくなるような、こだわりの一枚を撮影できます。

自動シーン認識

人物や風景、夜景、接写など、撮影シーンをカメラが自動で判別

し、最適なモードで撮影可能。QRコードの自動認識にも対応して

いるので、Webサイトなどへのアクセスもかんたんです。



ページの先頭へ

幅広いシーンで活躍する富士通オリジナルアプリ

ハイダイナミックレンジ（HDR）合成

露光時間の違う2枚の写真を同時に撮影し自動合成。実際に目で

見る鮮明で美しい風景や、絵画的な写真も楽しめます。

マイコレクション

保存された写真・動画を日付や人物で

自動分類。表示したい写真をカンタンに

探すことができます。

動画ファイルは日付の分類にのみ対応し

ています。

切り替えなしでサクサク文字入力

手書き文字入力

キーボード（テンキー（注14）・QWERTY）の上から手

書きで文字入力が可能。数字や絵文字などの切替

が不要なので、直感的にすばやく文章を作成できて

便利です。また高性能日本語入力システム「ATOK」を採用してい

ます。

注14：入力方式がケータイ入力の時

明るい場所でも、暗い場所でも見やすく調整

明るさ自動調整

周囲の明るさを自動的に感知し、ディスプレイの輝度を自動調

整。明るい場所でも暗い場所でも優れた視認性を発揮します。

人ごみでも相手の声が聞きとりやすい

スーパーはっきりボイス3

人ごみでの騒音を感知すると、音域ごとに相手の聞こえにくい声

を強調して聞きとりやすくします。

雑音を抑えて声をクリアに届ける

スーパーダブルマイク

2つのマイクが周囲の騒音を感知すると自動的に雑音を抑え、自

分の声を相手にはっきりと伝えられます。

歩行中や走行中も聞きとりやすくする

ぴったりボイス

相手の声がゆっくり聞こえる

ゆっくりボイス

耳年齢に合わせて聞きやすく補正する

あわせるボイス2

ビューティーボディクリニック

富士通のセンシング（センサー）技術

でからだのバランスをチェック。チェッ

ク結果をもとに「ミス・ユニバース・ジャ

スッキリ目覚まし

加速度センサーとマイク（音響）を使い、睡眠中の体の動きや呼

吸、眠りの深さを検知。眠りが浅いときにアラームを鳴動させ、ス

ッキリ快適な目覚めを促します。



スマートフォンはアプリケーション等によってお客さまが操作していない場合でも通信を行うことがあります。

ISフラットへの加入を推奨します。

ページの先頭へ

ホーム画面のすべてを一度に確認できる

サムネイル表示

ホーム画面上でピンチイン操作をすると、ホーム画面の全ページをサムネイル表示可能。表示順の移動や削除も行えます。

ロック中もすばやく便利に使える

ロック画面からアプリ起動

ロック画面下部のアイコン（初期設定はカメラまたはスターメモ作成）をタップしてから、画面中央のアイコンをスライドすることで、ホー

ム画面を経由せずにアプリを起動することができます。

ク結果をもとに「ミス・ユニバース・ジャ

パンビューティースクール」監修による

バランス改善のためのアドバイスやト

レーニング法を提供し、美と健康をサ

ポートします。

ッキリ快適な目覚めを促します。

知りたい情報がひと目でわかる

時計＆ダッシュボード

大きな文字のデジタル時計や天気、電

池残量などさまざまな情報がひと目で

わかるダッシュボードを、シンプルなア

イコンとテキストで表現しました。

好みのアプリを配置できる

ドックカスタマイズ

ドック内のアプリアイコンを変更・追加・

削除できます。1画面に1から4個のア

プリを配置可能です。

アプリを非表示に設定できる

アプリケーションシークレット機能

アプリケーションごとにシークレット設定が可能。ユーザーのプライ

バシーを守ります。

自分好みにカスタマイズできる

アプリ一覧のカテゴリ分け

便利ツールやエンターテインメントなどをまとめてカテゴリ分けする

ことができます。アプリの整理に便利です。

アプリを管理＆整理しやすい

カンタンフォルダ作成

ホーム画面上で2つのアプリアイコンを重ねるだけでフォルダが作

成できます。フォルダをタップすると吹き出し形式でフォルダ内の

アプリケーションが表示されます。



広辞苑 第六版 DVD-ROM版（注16）（ ）

－広辞苑6小辞典（分野別検索）－

慣用句検索／漢字検索／人名検索

地名検索／作品名検索／季語検索

家庭医学館（ ）

デイリー日中英・中日英辞典（ ）

デイリー日西英・西日英辞典（ ）

デイリー日伊英・伊日英辞典（ ）

デイリー日韓英・韓日英辞典（ ）

ロック画面から起動するアプリは設定で変更できます。ただし、すべてのアプリに対応しているわけではありません。

ページの先頭へ

シーンが広がる

防水・防塵性能（注15）

IPX5／IPX8等級の防水性能とIP5X等級の防塵性能を備えているので、雨の日はもちろん、バスルームなどでも、安心して使用できま

す。万一汚れてしまっても、サッと洗い流せるので便利です。

注15：防水・防塵性能について

キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。

温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。長時間の持ち込みはしないでください。

砂浜などの上に置かないでください。

汚れた場合、すぐに常温の水道水で洗い流してください。

ブラシやスポンジ、洗剤などを使用しないでください。

多彩なメモ作成＆SNS連携できる

スターメモ

テキストや手書きメモ、写真を手軽に記録できるマルチメモアプリがさらに便利になりました。記録したメモ情報は、au one Friends

Note連携で各SNSにすばやく投稿できます。またサムネイル表示で、目的のメモがかんたんに探せます。さらにブラウザの画面メモも

ページ全体を保存・表示できるようになりました。

幅広いシーンで役立つ多彩な辞書がすぐに使える

富士通モバイル統合辞書＋

広辞苑やリーダーズ英和辞典、家庭医学館、各種3か国語辞典など、電子辞書

専用機に入っているものと同等の本格マルチメディア対応電子辞書をプリインス

トール。パソコン経由で辞書データをダウンロードするだけで、ほかにも多数の音

声や動画に対応した本格マルチメディア対応電子辞書が利用できます。

29辞書+6小辞典（分野別検索）

（  はお買い上げ時に内蔵されています。）
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プレスリリース一覧

メディア掲載情報一覧

お客様への大切なお知らせ一覧

サポート情報

サポート情報一覧

FMWORLDについて

サイト利用条件

サイトマップ

お問い合わせ

家庭医学館（ ）

現代用語の基礎知識2011年版（ ）

角川類語新辞典（ ）

リーダーズ英和辞典 第2版（注16）（ ）

新和英中辞典 第5版

新漢語林 MX版

問題な日本語

築地魚河岸ことばの話

デイリー日仏英・仏日英辞典（ ）

デイリー日独英・独日英辞典（ ）

デイリー日韓英・韓日英辞典（ ）

KY式日本語

みんなで国語辞典（2）あふれる新語

デイリー日独英3か国語会話辞典

デイリー日中英3か国語会話辞典（注16）（ ）

デイリー日仏英3か国語会話辞典

デイリー日西英3か国語会話辞典

デイリー日伊英3か国語会話辞典

デイリー日韓英3か国語会話辞典（注16）（ ）

注16：お買い上げ時、本体内に一部の辞書を簡易版（マルチメディアデータ非対応）として提供。

知りたい情報にダイレクトにアクセス

ウルトラ統合検索

検索ウィジェットにキーワードを入力するとAmazonや楽天市場など複数の検索対象サイトを表示。目的のサイトを選ぶと、サイト内で

ダイレクトに検索でき、検索にかかっていた手間を省略できます。

＠Fケータイ応援団

ライブ壁紙やデコレーションメール素材など、豊富なコンテンツをご用意！その他キャンペーン情報の配信や、サイトを

ご利用するごとにたまる＠Fポイントで豪華な賞品が当たるプレゼントコーナーも実施中。

スマートフォンはアプリケーション等によってお客さまが操作していない場合でも通信を行うことがあります。

ISフラットへの加入を推奨します。

EZwebサイトには対応しておりません。

掲載の画像はすべてイメージです。

ページの先頭へ

複数パスワードを一括で管理可能

パスワードマネージャー

ブログや会員サイトなど、登録している複数のID・パスワードを管

理します。必要な場面で簡単に入力可能なうえ、パスワード忘れ

や間違いもあわせて防げるので便利です。

万全のセキュリティ

アプリロック「Data Defender」

アプリケーションごとにロック設定が可能（注17）。アプリ起動時に

認証操作を求めることで、セキュリティを高めます。

注17：事前に設定しておく必要があります。
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