主な仕様

カラー

arrows We（アローズ・ウィー）FCG��

サイズ
（幅×高さ×厚さ）
重量

通信速度

約���g

ディスプレイ

約���分［TypeC共通ACアダプタ��（別売）使用時］／

充電時間

カメラ

約���分［TypeC共通ACアダプタ��（別売）使用時］
約����分

連続通話時間＊�

撮影サイズ

約���時間

連続待受時間＊�

nano SIM

SIM
OS

メモリ

対応通信規格

����mAh ※着脱不可

バッテリー容量

CPU

ローズゴールド／ホワイト／ブラック

約��×���×�.�mm（最厚部約��.�mm）

内蔵
外部

Android™ ��

外部接続

ROM : ��GB／RAM : �GB

生体認証

Qualcomm® Snapdragon™ ��� �G Mobile Platform �.�GHz／�+�.�GHz／�
microSDXC™（�TB）

＊�：日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。
実際にご利用に
なる地域や使用状況などにより短くなります。
＊�：�Gは一部エリアで使用可能です。
詳しくはauのホームページでご確認ください。
＊�：一部エリアで提供。
※記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。
通信速度は機
器能力に依存します。
通信速度は技術規格上の最大通信速度であり、
今後、
速度低
下も含め、
変更になる可能性があります。
※テザリング時の通信速度は接続先の機
器能力に依存します。
※本機種は日本国内において�G通信はご利用いただけませ
ん。
※詳しくはauまたはUQのホームページをご覧ください。

＊�
�G（sub�／NR化）
／�G LTE／WiMAX �+

受信時最大

FCG01

�.�Gbps＊�

送信時最大

���Mbps＊�

約�.�インチ HD+ TFT

有効画素数 約����万画素（広角）
・約���万画素（マクロ）

メイン

有効画素数 約���万画素

サブ
（イン）

����×����（メインカメラ）����×����（サブカメラ）

静止画（最大）

����×����（メインカメラ／サブカメラ）

動画（最大）

IEEE���.��a/b/g/n/ac

Wi-Fi®

Bluetooth®

外部デバイス・その他

独自落下試験／MIL規格／防水／防塵

■カラーバリエーション

ローズゴールド

Ver.�.�

USB Type-C™端子／�.�φ（�極）
イヤホンマイク端子
指紋認証（背面に搭載)

〇／〇（��項目準拠）／〇（IPX�/�）／〇（IP�X）

ホワイト

あなたにも大 切なあ の 人にも、
ちょうど良い スマホです。

ブラック

〈堅牢性について〉
【MIL規格について】米国国防総省の調達基準（MIL-STD-���H）
の��項目、落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防塵（�時間風速有り）、防塵（脆弱面��分）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（変化）、耐振動、防水（風雨）、雨滴、高温動作
（��℃固定）
、
高温動作
（��～��℃変化）
、
高温保管
（��℃固定）
、
高温保管
（��～��℃変化）
、
低温動作
（-��℃固定）
、
熱衝撃、
低温保管
（-��℃固定）
、
低圧動作、
低圧保管、
氷結
（-��℃氷結）
、
氷結
（-��℃結露）
に準拠した試験を実施。
【独自落下試験について】高さ�.�mから��方向でコンクリートに落下させる試験をクリア
（����年�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。
〈まる洗い、
アルコール除菌について〉
以下の記載にかかわらず、
まる洗い及びアルコール除菌には、
塩素や塩素系添加物の含有量が�.��w/ⅴ%以下の液剤をご使用ください。
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）
及び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。
開口部に液剤が浸入した場合は流水でしっかり洗い流したうえで、
乾いた清潔な布などで水分を十分拭き取り、
自然乾燥させてくだ
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。
【まる洗いについて】
まる洗いする場合、
電源を切ってから行ってください。
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台所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。
洗い方の詳細については
「FCNT株式会社のWebサイト」
をご確認ください。
【アルコール除菌について】除菌・消毒する場合、
誤動作防止のため画面を消灯してから行ってください。
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、
拭き取り又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。
噴霧による場合、
製品から�cm程度離して霧吹きで噴霧して拭き取ってください。
拭き取りによる場合、
アルコール除菌シート又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ってく
ださい。
噴霧・拭き取り後は水拭きをして液剤を取り除いてください。
「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FCNT独自試験を実施し、
本製品に影響がでないことを
検証しております。
無故障を保証するものではありません。
除菌・消毒の詳細については
「FCNT株式会社のWebサイト」
をご確認ください。
〈防水/防塵について〉
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。
［IPX�/�の防水性能］
※IPX�とは、
内径�.�mmの注水ノズルを使用し、
約�mの距離から��.�L/分の水を最低�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。
IPX�とは、
常温で水道水の水深�.�mのところに携帯電話を沈め、
約��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、�年に�回部品の交換をおすすめします
（有料）
［
。IP�Xの防塵性能］
※IP�Xとは、
保護度合いをさし、
直径��μm以下の塵埃
（じ
んあい）
が入った装置に商品を�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。
【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）
でご利用いただけることを確認しておりますが、
以下の点に注意してご利用ください。
●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。
●サウナでは本機を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。
【ご使用にあたってのご注意】
●SIM・SDスロット部分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�つ、
微細な繊維など）
が挟まると、
浸水の原因となります。
●SIM・SD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。●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。●SIM・SDスロット部
キャップが開いて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、
各販売元の指定のお問い合わせ先へご連絡ください。
●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、
各販売元の指定のお問い合わせ先にてお取替えください。
●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。
●付属品、
オプション品は防水／防塵性能を有していません。
本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
●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IPX�/�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。
●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。
●充電可能な温度範囲：�～��℃。
使用環境：温度�～��℃、
湿度��～��%。
風呂場では、
温度は�～��℃
（但し、
��℃以上は一時的な使用に限ります）
。
湿度は��～��%、
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。
●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。
※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、
�Gサービスエリア、
およびLTE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�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。

注意

携帯電話およびオプション品は、
「取扱説明書」と
「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客さまの都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ品代金はお戻しできません。

●「KDDI」、
「au」、
「au PAY」は、KDDI株式会社の商標または登録商標です。●「おサイフケータイ®」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 Chrome、
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-�C、
LLCの商標です。
●
「FeliCa」
はソニーグループ株式会社の登録商標です。
●Adobe、
Adobe Photoshop Express 、
およびAdobe Photoshop Expressロ
ゴは、
Adobe
（アドビ社）
の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
●
「WiMAX」
は、
WiMAXフォーラムの商標または登録商標です。
●Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。
●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。
●その他、
本誌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。

KDDI株式会社 / 沖縄セルラー電話株式会社
au
受付時間
（9:00-20：00） au

UQ

0 12 0 - 9 5 9 - 0 0 1

お電話（通話料無料）

受付時間
（9:00〜20:00） WEBページ

https://www.uqwimax.jp

◎地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◎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
多少異なる場合があります。◎ディスプレイ画面の表示はすべてイメージです。
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このカタログは2021 年 11月現在のものです。
AMC0013

2111 arrows We メーカーカタログ

選べるシンプルホーム

ほ ら 、で き た 。
み ん な が 待 って い た
や さし い ス マ ホ 。

はじめてでもあんしん機能はコチラ▶
わかりやすい

シンプル
モード

聞こえやすい

通話機能

診断
サポート

使い方
ガイドブック

かんたん
キレイな

デュアル
カメラ

迷惑電話
詐欺対策

あれもできる、これもできる。使いこなせるから、スマホは楽しい。
スマホをぐっと身近に感じてほしいから
機能も見た目も、やさしさにこだわりました。
みんながきっと満足するarrows We。
さあ、よろこびと発見の毎日へ。

◀誰にでもうれしい機能はコチラ
かんたん

キャッシュレス
機能

緊急時
ブザー

ジュニア
モード

泡でまる洗い
アルコール
除菌

画面が
割れにくい

電池
長持ち

※注意事項は裏表紙をご参照ください
2

3

一人ひとりの いいね を集めて、みんなにちょうど良いスマホができました。
もっとみんなに使いやすく

思い出も日々の記録も美しく

はじめてでも
わかりやすい

近くも遠くもキレイ

自動補正でかんたんキレイ

シンプルモード

デュアルカメラ

Adobe Photoshop Expressモード

文字やアイコンが大きく見やすい
シンプルホームになります。かん
たん電話やかんたん電話帳で操作
もわかりやすい。

マクロと広角、2つのレンズを搭載。背景を
ぼかした奥行き感も手軽に表現できます。

指 紋 セ ン サ ー で ロック を 解 除 し 、同 時 に
キャッシュレス決済アプリを起動できます。

※Photoshop Expressモードの選択が
必要です。※
「Photoshop Expressモード」
の自動補正処理はAdobe Photoshop
E x p r e s s 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。

※あらかじめ設定が必要です。

様式に

ぴったり

マクロ撮影

4

早口相手でも大丈夫

困ったなと思ったら

はじめてでもあんしん

診断サポート

使い方ガイドブック
基本操作などを分かり
やすく解説した手軽な
ガイドブックをF C N T
株式会社のWebサイト
に掲載しています。

※画面はイメージです。

撮影できる

ゆっくりボイス

補正後

スマートにアプリ切り替え
ポイントアプリと
決 済 アプリなど、
同時に使いたい
ものをまとめて管
理できます。

※マクロ撮影はメインカメラのみ対応しています。

花や料 理 の 接 写も美し
く。小さなものにもピン
トが合うので、印象的な
撮影を楽しめます。

不審な電話をブロック

使いこなしも
かんたん
arrowsの便利機能
や使いこなし情報な
ど、旬な記事をお届
けします。

5

arrowsポイント

arrows
ポイント
arrows

P

お子さまにもあんしん
専用の
着信音と
画面で
通知

お子さまの使いすぎを防ぐ

迷惑電話対策
電話帳未登録の番号から着信
があると、発信者側にけん制
メッセージを自動で伝えます。
通話内容も自動録音します。

アプリ
切替

※あらかじめ設定が必要です。

もしものときに頼れる

通話中にONにすると、相手の
話す声のスピードを落として、
聞き取りやすくする、FCNTが
ガラケー時代から長く搭載して
いる機能です。通話中にON／
OFFを切り替えできます。

マスクでこもった相手の声を聞き
取りやすく補 正する「マスク通 話
モード」
と、自分の声が小さい時に
は自動的に送話音量をアップする
「はっきりマイク」でお互いの声が
より聞き取りやすくなります。

補正前

小さな世界を鮮やかに

キレイに

清潔に

FASTフィンガーランチャー

実際にarrows Weで撮影しました。

かんたん
新生活

スムーズ

FASTウォレット

よく電話する相手を登録すれば、
電話帳を探す手間なく便利です。

いつでも

レジ前であわてない

アドビの技術で写真を自動補正。オリジナルの
写真も保存され後から調整も可能です。

短縮ダイヤル

スマホの調子がお
かしい 場 合 、症 状
を選んで入力する
と自動で診断・解決
できます。

レス決済が

見やすくて使いやすい

かけたい相手にすぐ電話

マスク通話モード／
はっきりマイク

キレイ、強い、長持ち

キャッシュ

スマホが

マスクでもよく聞こえる

指紋でかんたん、キャッシュレス

毎日キレイをキープ

いつも清潔をサポート

まる洗いができる

アルコール除菌ができる

泡タイプのハンドソープでまる洗いできます。
毎日キレイにお使いいただけます。

外出先でのアルコール除菌にも対応。新しい生活
様式に寄り添います。

不意の落下もあんしん

バッテリーたっぷり

公益財団法人
全国子ども会連合会推奨端末

ジュニアモード
通話後に
注意を促す
メッセージが
表示される

お子さまの使用時に、使えるアプリ
や 時 間 帯 などの 利 用 範 囲を設 定
できます。
※あらかじめ設定が必要です。

●

使用可能なアプリの設定

●

使用できない時間帯の設定

●

1日の使用可能時間の上限を設定

あやしい会話をチェック

詐欺サイトを判定

助けが欲しいときに

ニセの着信でその場を回避

還付金詐欺対策

フィッシング詐欺警告

緊急時ブザー

イミテーションコール

通話内容を解析して詐欺 の
疑いを検出。相手に自動でけ
ん制メッセージを送ります。

パスワードを入力する際に、
偽 サ イトかどうか を 判 定し
警告します。

電源キー長押しから緊急時
ブ ザ ーを鳴らし、大 音 量で
周囲に危険を知らせます。

フェイク着信機能で、自分に電話
がかかってきたように見せかける
ことができます。

画面が割れにくい
不注意で落としても画面が割れにくい、優
れた耐衝撃性能を実現しています。

一回の充電で十分使える満足の電池持ち。さらに
５Ｇ通信の最適化を設定すれば、画面OFF時の５G
通信を制御するので、省電力です。
※電池持ち時間は、
ご利用環境やご利用状況によって異なります。
※5Gは一部エリアで使用可能です。詳しくはauまたはUQのホームページでご確
認ください。

※本機能は全てのフィルタリングを保証するものではありません。

※あらかじめ設定が必要です。注意喚起を行うのみであり、あらゆる詐欺や迷惑電話を未然に防ぐことを保証するものではございません。注意喚起された場合は、周りの
人や近くの警察にご相談をお勧めします。

4000mAh大容量バッテリー
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※注意事項は裏表紙をご参照ください。 7

