


Camera

今しかない瞬間を、カンタンキレイに。

自然に目線を誘導し、みんなの
目線を合わせて撮影できます。

■目線ぴったり撮影
広い範囲を撮影でき、グループ写真
や背景入りの写真もカンタンです。

■広角レンズ

瞬間的に４枚を合成。暗いところでもノイズを軽減し、
背景の夜景や人物も美しく撮れます。　

■暗所合成

暗いシーンでも画面が光って顔を明るく撮影できます。
■インカメラフラッシュ

インカメラもカンタンに自慢の一枚が撮れる。

小じわやしみをキレイに
補正。SNSでシェアしたく
なる写真が撮影できます。

■美肌補正

インカメラ

従来

従来は
入りきらなかった
大勢での写真も
人物が切れず、
収まります。

ありのままの美しさで、
思い出に残る写真を。 画像処理エンジンGRANVU（グランビュー）がさらに進化。シャッターを押すだけで、屋外・屋内

を問わず、人物や風景、料理も自然な色合いでくっきりとしたキレイな写真が残せます。

■Exmor RS for mobile×GRANVU

カメラ付近に
タイマーが

表示されるので
自然に目線を
誘導します。

押した瞬間にシャッターが切れるので、一瞬のチャンスを逃さず
ベストショットが撮影できます。

■ゼロシャッターラグ

決定的な瞬間を逃さず撮れる。

タイムラグ

従来機 撮影画像

失敗

M04 撮影画像

撮りたい
瞬間を

逃さない

より多くの光を取り込め、夜景や室内の薄暗いシーンも色鮮やか。
さらに広角レンズで、広大な風景もしっかり入れて撮影できます。

■F値2.0高性能広角レンズ

薄暗くても鮮やか、風景はより広く。
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Webページやアプリで、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。

■はっきり文字

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。

■拡大鏡
その日、歩いた歩数や季節、時間に応じて壁紙「日本庭園」の
景色が変化。歩く楽しみが増えます。

■歩数連動ライブ壁紙

毎日、歩いた歩数をご家族に自動でメールで通知。
離れて暮らす家族も安心です。

■歩数お知らせメール
電話帳未登録の番号から着信があった場合は、迷惑電話対
策のガイダンスが流れて相手を牽制。会話も録音できます。

■迷惑電話対策機能

ホーム

Easy to Use

初めてでも楽しく使いこなせるから安心。

電話 電話帳 メッセージ インターネット

■かんたんセット
富士通コネクテッドテクノロジーズ独自の「かんたんセット」。ホームとよく使う基本のアプリの
操作がわかりやすく、文字も見やすいからスマートフォンが初めての方でも安心して使いこなせます。

見やすくわかりやすい、操作に迷わない。

ワンタッチで、文字を見やすく。

楽しい歩数計でさらに健康に。

本人も家族も安心のみまもり機能。

見づらいときはすぐに拡大。

ピンチアウト操作で拡大できず読みにくいニュース記事など
も、ワンタッチで画面をズーム。読みやすい大きさに調整で
きます。

■いつでもズーム

読みたい箇所を瞬時にズーム。

通知パネル
から切り替え

ズーム中に
ピンチイン

ピンチアウト
操作も可能

ワンタッチ
でズーム

文字・アイコン
拡大&見やすい

フォント

丈夫で洗えるから
色んなシーンで使える
見やすくて使いやすい
安心の日本製スマホ

丈夫で洗えるから
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安心の日本製スマホ

丈夫で洗えるから
色んなシーンで使える
見やすくて使いやすい
安心の日本製スマホ

日常でもアウトドアでも、さまざまなシーンで安心の強さ。
防水（IPX5/IPX8）※1・防塵（IP6X）※3性能によるお風呂やキッチン、キャンプでの使用はもちろん、米国国防総省が定めたMIL規格の
23項目※4に準拠。耐久試験をクリアし、日常づかいをはじめ、豪雨や雪山などのさまざまな環境で、安心して使えます。

Safe t y

強いから使うシーンが広がる、美しさが長く続く。

泡タイプのハンドソープ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。

富士通コネクテッドテクノロジーズ
独自の落下テストで耐久性を検証。
1.5mの高さからコンクリートへ
の落下試験を実施しています。
その他にもさまざまな試験（加
圧・曲げ試験など）を実施。

汚れてもハンドソープで洗える。 落下時の画面割れに強い。

＊日本人男性の平均身長で耳にスマートフォンを当てた
高さを想定した高さ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。無破損・無故障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うことができ
ます（当社試験方法による） 。本製品の有す
る性能は試験環境下での確認であり、すべて
の泡タイプのハンドソープあるいは液体タイプ
の食器用洗剤で洗えることを保証するもので
はありません。実際のご使用にあたって、すべ
ての状況での動作を保証するものではありま
せん。お客様の取り扱いの不備による故障と
認められた場合は、保証の対象外となります。

MIL規格試験 独自試験

1.22m

ラワン材（木材） コンクリート

1.5m
の落下試験
をクリア。



がが

ボディ全体の剛性を高め、曲げ
耐性を向上させるため、内部の
フロントホルダの厚みをアップ※

しました。
優れた耐傷性を備えたディスプレイ
ガラスを採用しました。

地面

本体

0.3mm

画面
保護フレーム

画面周囲に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。

■フロントホルダ

■ステンレスフレーム
内部の両側壁にステンレスフレームを追加※し、
より「曲がり」にくく、「ゆがみ」にくいボディに。

■Corning®Gorilla®Glass 3

塗装がはがれにくく、キズや指紋もつきにくい耐摩耗性
に優れたフッ素系ハードコーティングを採用しました。

■ウルトラタフガード

■画面保護フレーム

Design

シンプルで美しい、手になじむデザイン。

画面が割れにくくキズに強い堅牢設計。

White Black

コーナーをラウンドさせることで落下時の
衝撃を分散させ、画面への衝撃を最小限
に抑制します。

■リジッドベゼル

■ディテールにこだわりぬいたシンプルで美しいデザインをマットで上質な質感が
　際立たせます。ソリッドながら手にやさしい持ち心地です。

ガラス

※M03と比較。
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arrowsならではの安心

本カタログの内容は2017年6月現在のものです。 MV000014

050-3152-2799 （9:00～1８:00 ※システムメンテナンス日などを除く）
富士通スマートフォン／タブレット 修理・相談窓口

http://www.fmworld.net/product/phone/m04/
arrows M04の詳しい情報はコチラから

※1 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。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）。  ※2 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。  ※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）の23項目、落下、衝撃、浸漬、粉塵（6時間風速有り）、粉塵（72時間）、塩水噴霧、湿度、太陽光照射（連続）、太陽光照射（湿度変化）、振動、風雨、雨滴、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）、熱衝撃、低温保管（-30℃固定）、低圧保管、低圧動作、氷結（-10℃氷結）、氷結（-10℃結露）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5～40℃（ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る）、湿度45～85％。風呂場では、温度
は5～45℃、湿度は45～99%、使用時間は2時間以内の範囲。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 当社測定基準によります。ご使用の環境により異なる場合があります。  
◎「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およびその他のマークはGoogle Inc.の商標です。  ◎CorningとGorillaは、Corning Incorporatedの登録商標、Native Damage Resistanceは、同社の商標です。  ◎「Exmor RS 
for mobile」はソニー株式会社の登録商標です。  ◎「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。  ◎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ロゴはWi-Fi Alliance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。  ◎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。  ◎画像はイメージです。

主な仕様 M04
約144mm×71mm×8.0mm
約148g
LTE：約530分/3G：約660分
LTE：約640時間/3G：約780時間
約150分
約5.0インチHD IPS液晶（720×1280）
AndroidTM 7.1
約1310万画素 CMOS
約500万画素 CMOS
クアッドコア 1.2GHz

アウト（背面）
イン（前面）

内蔵メモリ
外部メモリ
バッテリー容量

通信

Wi-Fi/テザリング
その他
SIM
本体付属品

ROM：16GB/RAM：2GB
microSD/microSDHC/microSDXC（最大256GB）
2580mAh
Band1/3/8/19/26
Band1/5/6/8/19
850MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz
○（IEEE802.11a/b/g/n）/○
GPS/NFC/FeliCa/Bluetooth 4.1
nanoSIM対応
arrows M04本体、かんたん操作ガイド、ACアダプタ、保証書

LTE
3G
GSM

外形寸法（H×W×D）
質量
連続通話時間※5

連続待受時間※5

バッテリー充電時間
ディスプレイ
OS

カメラ

CPU

省電力設計で、充電しにくい旅行や
出張中にも動画やWebサイトの閲覧を
安心して楽しめます。

■電池持ち3日間※2

日本メーカーならではの安心品質。
arrows独自のさまざまな気配り機能が
快適な毎日をサポートします。

■安心の日本製
アンテナ内蔵だからテレビ番組を快適
に楽しめます。災害時もニュース番組など
が確認でき、安心です。

■ワンセグ対応

電子マネーやクーポンとして使え、レジ
でのお支払いや自動改札の通過も素早
くできます。

■おサイフケータイ®対応 ■Super ATOK ULTIAS
ウルティアス

豊富な語彙とすぐれた推測変換でかしこい
日本語入力を実現します。

通話中、あらかじめ設定した通話時間
になるとアラームでお知らせします。

■通話時間アラーム

初期設定からメール、
インターネット、写真撮影
まで、基本的な機能の操作
方法を見やすい大きな文字
とわかりやすい内容でご紹介
しています。スマートフォン
初心者の方も操作方法が
すぐにわかります。

■かんたん操作ガイド
スマートフォンが故障した場合、最短で
交換端末をご自宅までお届け。故障品は
回収して、修理を行います。修理がすむまで
の間、スマートフォンがないと困る、そんな
心配がありません。
＊故障品の修理料金に加えて所定のサービス料金がかかります。

■スピード交換サービス（有償）

スマートフォンが起動しなくなったなど、
万が一トラブルが起きた場合に大切なデータ
を復旧するサービスです。思い出の写真、
動画や電話帳など、復旧したデータは
microSDカードに保存してお届けします。
＊本サービスはデータの復旧を100％保証するものではありません。

■データ復旧サービス（有償）

安心サポート




