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あんしん

主な仕様
サイズ※１ ［高さ×幅×厚さ／㎜］
UIM
重量［g］（電池含む）
OS

CPU　
内蔵メモリ［RAM／ROM］※２
外部メモリ※３（最大対応容量）
ディスプレイ［インチ］
ディスプレイ解像度［横×縦］
HDR
　　　　　　  　　　　 　　　　　　　  　　　アウト
　　　　　　  　　　 　　　　　　　　  　　　イン
バッテリー容量※４

LTE通信速度※5［受信時／送信時の最大速度］
VoLTE／VoLTE（HD+）
スグ電／スグアプ
WORLDWING※6［対応ネットワーク：LTE／３G／GSM］
接続端子
ワイヤレス充電（Qi）
防水※7／防塵※8

ワンセグ／フルセグ
おサイフケータイ
生体認証
ハイレゾ※9
FMラジオ※10

有効画素数／F値

本体

カメラ
電池

充電

通信・通話

その他

ディスプレイ

約148×71×9.4
nanoUIM
約160
AndroidTM 11
Snapdragon 460
（1.6GHz＋1.8GHｚ オクタコア）
RAM 4GB／ROM 64GB
microSDXC（1TB）
約5.6／有機EL 
HD＋ 720×1480
ー
約1310万画素 CMOS／F値1.8
約800万画素 CMOS／F値2.0
3600mAh ※着脱不可
150Mbps／50Mbps
○／○
○／○
○／○／○
USB Type-C
ー
○（IPX5/8）／○（IP6X）
ー／ー
○
○（指紋）
○
○

製品サイト「FMWORLD」
arrowsのスマートフォンなどを
ご紹介しています。
https://www.fmworld.net/product/phone/f-41b/

※1 メーカー基準によります。最厚部のサイズとは異なる場合があります。 ※2 すべての容量を使用することはできません。 ※3 メモリメーカーによって
最大対応容量は異なり、機種・コンテンツによって制約があります。 ※4 規格上の基準値です。 ※5 一部エリアに限ります。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。対応エリアは「ドコモのホームページ」でご確認ください。 ※6 渡航先のご利用可否については「ドコモのホームページ」
でご確認ください。※7 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。 ※8 IP6Xとは、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の塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。 ※9 有線接続のハイレゾ対応ヘッドセットやスピーカー（別売）
が必要です。 ※10 「radiko＋FM」アプリでFM放送の聴取が可能です。FMラジオのご利用にはイヤホンケーブル（別売）が必要です。
＊1 【泡ハンドソープでの洗浄について】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
（FCNT株式会社試験方法による）。無故障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。
詳細は、「FCNTのWebサイト」をご確認ください。
＊2 【製品の除菌・消毒について】本端末を除菌・消毒する際には、誤動作防止のため画面を消灯してから行ってください。プッシュタイプの場合、製品から5cm程度
離して霧吹きで噴霧して拭き取り、その後水拭きして液剤を取り除いてください。拭き取りによる場合、アルコール除菌シートまたは、キッチンペーパーに液剤を浸み
込ませたもので製品を拭き取り、その後水拭きして液剤を取り除いてください。つけ置きや本体の開口部（ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口／
マイク、受話口／スピーカー）および隙間に液剤が残ったまま放置することは故障の原因となりますので、行わないでください。開口部に液剤が侵入した場合は流水で
しっかり洗い流してください。本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。 界面活性剤（台所用洗剤）、界面活性剤
（家具用洗剤）、次亜塩素酸水、アルコールを使用し、噴霧、拭き取り、またはその両方を合わせた製品の消毒、ウイルス除去が可能です。消毒液、ウエットティッシュ
（いずれもアルコールタイプおよびノンアルコールタイプを含みます）は、塩素や塩素系添加物（ベンザルコニウムクロリドなど）の含有量が0.05w/ⅴ%以下のものを
ご使用ください。ウイルスの完全除去を保証するものではありません。「厚生労働省・経済産業省［独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）］・消費者庁発表」の
消毒方法をもとに検証。詳しいお手入れ方法については「FCNTのWebサイト」をご覧ください。
＊3 【抗菌ボディについて】本製品は表面に付着した菌の増加を抑制するものであり、感染予防を保証するものではありません。外装ケース（背面）抗菌処理を施しています。
SIAAの抗菌試験方法に準拠した試験を実施し認証を取得しています。(認証番号:JP0122327A0004W)
＊4 【独自落下試験について】高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させる試験をクリア（2021年3月現在。FCNT株式会社調べ）。 無故障・無破損を保証する
ものではありません。 
＊5 【MIL規格について】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（脆弱面90分）、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（ただし、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、お客さまの取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。
＊6 【カメラについて】被写体やシーン（人物、逆光、夜景）を認識し、いちばん最適なモードを自動でセレクトする機能を搭載。「Photoshop Expressモード」の自動補正
処理はAdobe Photoshop Expressアプリと連動しております。Google Play でPhotoshop Expressアプリを常に最新のバージョンに更新することをお勧めします。
※Adobe、Adobe Photoshop Express、および Adobe Photoshop Expressロゴはそれぞれ、アメリカ合衆国およびその他の国々におけるAdobe（アドビ社）の
登録商標または標章です。
＊7 【Smart FASTについて】事前に指紋とアプリの連携設定が必要です。事前に登録が必要です。アプリによっては利用設定やログインが必要になる場合があります。
＊8 【オンラインコミュニケーションマネージャーについて】事前にアプリの登録が必要となります。
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かんたん
見やすい

新生活様式
にぴったり

泡タイプの
ハンドソープや
液体タイプの
食器用洗剤で洗える

シンプルモード
文字やアイコンが大きく
見やすく。操作もかんたん
なシンプルモードを搭載。
よく使う連絡先へすぐに電話
がかけられる短縮ダイヤル
や、シンプルで見やすく登録
もしやすい電話帳で、はじめ
ての方もあんしんです。

オンラインコミュニケーション
マネージャー
オンラインコミュニケーションをより快
適にする機能を搭載。リモートワークや
オンライン学習にも最適です。

画面共有中の通知を
抑止。

通知抑止
電話着信を自動で
SMS応答。

着信SMS応答

スクリーンショットを
撮影。セルフタイマー
機能も。

画面撮影
省電力モードにワン
タッチで切り替え。

省電力モード

迷惑電話
対策ジュニアモード 緊急時ブザー大容量バッテリー

3600mAh
RAM4GB/
ROM64GB FMラジオSuper ATOK

ULTIAS
還付金
詐欺対策

他にも使える機能が盛りだくさん！
通常モード Photoshop Expressモード

スマートセルフィー
ロック画面からインカメラを起動
し、指紋センサーで素早く撮影。
撮りたい時に美肌モードできれい
に自撮りができます。

マスク通話モード
モードをオンにするとマスクでこもった
相手の音声を肉声に近く補正し、聞き取り
やすくします。

（無機抗菌剤 塗装
認証番号JP0122327A0004W）

米国国防総省調達基準
MIL規格23項目準拠
耐衝撃設計で、画面割れに強く、
あんしんしてお使いいただけます。

カメラを起動して被写体に向けるだけでシーンを
自動判別。さらに、Adobe Photoshop Express
モードで撮影すると自動補正がかかり、誰でも
かんたんに本格的な写真が撮影できます。

SIAAの抗菌試験
方法に準拠した試
験を実施し認証を
取得しています。

Smart FAST®
FAST フィンガーランチャーで画面ロック解除
と同時に素早くアプリを起動。FASTウォレット
を設定しておけば、d払いによる電子決済も、お店
ごとのポイントアプリもこれ1つで簡単起動。
日々のお支払いがスムーズにできます。

1.5m

1.5mの高さ（日本人男性
の平均的な耳の位置）か
ら落としても割れにくい。

＊1

アルコール
除菌に対応＊2

画面割れに強い＊4

＊5

SIAA認証の
抗菌ボディ＊3

Adobe Photoshop Expressモード＊6

＊8

＊7



防水（IPX5/IPX8）・防塵性能（IP6X）について　【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）に浸けたり、
落下させたりしないでください。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。
【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、スピーカーなどを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。●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。●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。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。●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、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。●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。
［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。］
ご利用にあたってのご注意　●F-41B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」をよくお読みくだ
さい。●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となります）。●衝撃や過度な外圧を加えると、電池の破損・変形などにより発煙・発
火などの原因となり大変危険です。●ドコモの携帯電話機や充電器などのオプション品をお使いになる前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用くだ
さい。ドコモの携帯電話機に使用する充電器などのオプション品は、ＮＴＴドコモが指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用すると、故障や火
災、やけど、怪我、感電などの原因となります。●F-41B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。●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、充電時間は長くなります。●お客さまご自身でF-41B本体、ドコモnanoUIM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-41B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-41B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-41B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、まれにお客さま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LTE/FOMAネットワークサービス以外ではご使用になれません。●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。●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」「VoLTE」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。◎ Google 、 Android 、 Google Play 、 
Google フォト 、およびその他のマークは Google LLC の商標です。◎Wi-Fi®、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi　DirectおよびMiracastはWi-Fi　Alliance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、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。◎「FeliCa」は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。◎Smart FASTは
FCNT株式会社の登録商標です。◎その他、本カタログ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。

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。

2021.05 本カタログの内容は2021年04月現在のものです

【製造元】FCNT株式会社

F-41Bの操作および本カタログのお問い合わせ先

FCNTサポートセンター

TEL 03-3570-6064
［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）

※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。

※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〉

受付時間 午前9：00～午後8：00（年中無休）
※番号をよくお確かめの上、おかけください。

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。
0120-800-000

ドコモの携帯電話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。
（局番なし）151（無料）

DC：002089※掲載されている画像はすべてイメージです。




