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OS・Hardware

Googleのサービス
との連携

Android OS

Google

ドコモによる
通信環境の整備

arrows専用の
機能も充実

便利なアプリ
が利用できる！

端末を
丸洗い
できる！

arrows Be4 Plus F-41Bの特徴

arrows Be4 Plus F-41Bはドコモから発売された富士通製のス
マートフォンです。Googleが提 供するスマートフォン向けOS

「Android」を搭載しています。

01
arrows Be4 Plus 
F-41Bについて

F-41Bは高い防水／防塵性能を有しているため、水とハンドソープ等の泡を使
用して端末ごと丸洗いすることができます。端末を洗う際には、市販のアクセサ
リー商品等を取り外し、スロットキャップがしっかりと閉じていることを確認して
ください。また、食器用洗剤を使用する場合は、原液を端末に直接つけず、必
ず手のひらで泡立ててください。洗った後は水分をしっかりと拭き取り、自然乾
燥させましょう。

端末を洗う際の注意MEMO

F-41B
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背面正面

お知らせLED インカメラ受話口

近接センサー／照度センサー

ディスプレイ
（タッチパネル）

イヤホン
マイク端子

USB Type-C
接続端子

送話口／マイク

スピーカー

セカンドマイク スロットキャップ

アウトカメラ

フラッシュ／
ライト

指紋センサー
／Exlider

（Felica）マーク

電源キー

音量キー

F-41Bの各部名称

F-41Bは、USB Type-Cケーブルを使って充電やデータの送受信を行います。
何世代か前のAndroidスマートフォンやiPhoneから機種変更した場合は、それ
まで使っていたケーブルが利用できなくなるので注意しましょう。 また、
microSDカードはスロットキャップ内に差し込む必要があります。スロットキャッ
プを開ける際は、本体の電源をオフにしておきましょう（P.11参照）。

周辺機器についてMEMO



Section

58

2

Application

音量・マナーモードを設定する

3 バイブレーションが設定されます。
もう一度タップすると、ミュートが
設定されます。

1 端末側面の音量キーで音量を調
整できます。

マナーモードを利用すれば着信音・操作音の音量や着信バイブレー
ションのオン／オフをかんたんに切り替えることができます。着信バ
イブレーションや操作音のみをそれぞれ変更することも可能です。

音量・マナーモードを
設定する

17

パネルスイッチで＜マナー＞を
タップすることでもマナーモード
に切り替 えることができます

（P.18参照）。

パネルスイッチから
設定するMEMO

タップする

押す

2 をタップします。

タップする

タップする
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着信バイブレーションと操作音を設定する

2 ＜常にバイブレーションを使用＞
をタップすると、着信バイブレー
ションが設定されます。

5 必要のない操作音があれば、タッ
プして無効にします。

タップする

タップする

3 手順 1 の画面で＜詳細設定＞を
タップします。

4 ＜タッチ操作音＞をタップして
にすると、タップなどの操作時に
音が鳴ります。

1 P.20を参考に「設定」画面を
表示し、＜音＞→＜着信バイブ
レーション＞をタップします。

タップする

タップする

タップする
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Application

おサイフケータイの初期設定を行う

3 Googleアカウントとの連携画面
が表示された場合は、＜次へ＞を
タップして必要に応じて設定しま
す。

4 機能のオン、オフを選択し、＜次
へ＞をタップします。次の画面で
も同様の操作を行います。

タップする

タップする

1 P.20を参考にアプリ一覧画面を
表示し、＜おサイフケータイ＞を
タップします。

2 初回起動時はアプリの案内が表
示されます。＜次へ＞をタップし、
許諾の同意部分をタップして＜次
へ＞→＜次へ＞をタップします。

F-41Bは「おサイフケータイ」機能を搭載しており、2021年6月
現在、多くの電子マネーサービスに対応しています。ここでは、
nanacoを例に解説しています。

おサイフケータイを 
設定する

33

1 選択する

2 タップする
タップする
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5 サービスの一覧が表示されます。
ここでは＜おすすめ＞をタップし、
＜電子マネー「nanaco」＞をタッ
プします。

6 「おすすめ詳細」画面が表示され
るので、＜アプリケーションをダウ
ンロード＞をタップします。

7 Playストアが開きます。＜インス
トール＞をタップします。

8 インストールが完了したら＜開く＞
をタップします。

9 nanacoモバイルの初期設定画
面が表示されます。＜新規入会＞
もしくは、＜機種変更手続き＞を
タップし、画面の指示に従って初
期設定を行います。

タップする

タップする

タップする

タップする

1 タップする

2 タップする
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Application

43

アプリをインストールする

1 Playストアでアプリの詳細画面を
開き（P.131手順 6 〜 7 参照）、
＜インストール＞をタップします。

2 アプリのダウンロードとインストー
ルが行われます。

3 インストールが完了したら、＜開
く＞をタップするか、ホーム画面
のアプリアイコンをタップします。

4 アプリが起動しました。

Playストアで目的の無料アプリを見つけたら、インストールしてみま
しょう。なお、不要になったアプリは、Playストアやホーム画面か
らアンインストール（削除）できます。

アプリをインストール・
アンインストールする

タップする

タップする
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アプリを更新・アンインストールする

●アプリを更新する ●アプリをアンインストールする

1 画面右上のアカウントアイコンを
タップし、＜アプリとデバイスの
管理＞をタップします。

1 左側手順 2 の画面で＜管理＞→
＜インストール済み＞をタップし、
アンインストールしたいアプリを
タップします。

2 アプリの詳細が表示されます、
＜アンインストール＞→＜アンイン
ストール＞をタップすると、アンイ
ンストールされます。

2 更新可能な場合、「利用可能な
アップデートがあります」と表示さ
れます。＜すべて更新＞をタップ
すると、一括で更新されます。す
べてのアプリが最新版の場合は
「すべてのアプリは最新の状態で
す」と表示されます。

初期設定ではWi-Fi接続時にアプリが自動更新されるようになっていますが、自
動更新しないように設定することもできます。停止する場合は、上記左側の手
順 1 の画面で＜設定＞→＜アプリの自動更新＞の順にタップし、＜アプリを自動
更新しない＞→＜完了＞をタップします。

自動更新の停止MEMO

1 タップする

タップする

タップする
2 タップする
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Application

53

F-41Bでは、NTTドコモが提供するコンテンツ購入アプリ「dマー
ケット」を利用できます。dマーケットでは、音楽やビデオ、電子
書籍などを購入できます。

dマーケットを利用する

dマーケットで音楽を購入する

1 ホーム画面などで＜dマーケット＞
をタップします。

2 ＜利用開始＞をタップすると、d
マーケットが表示されます。ここで
は＜ミュージック＞をタップします。

3 dミュージックが表示されます。

4 検索ボックスにキーワードを入力
し、 をタップします。

タップする

タップする

2 タップする1 入力する
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5 音楽や着うたの検索結果が表示
されます。目的のアーティストや
アルバムをタップし、購入したい
曲を選んでタップします。

7 支払い方法のボタンをタップしま
す。ここでは＜ドコモ払いで購入＞
をタップします。

6 曲の詳細が表示されます。価格
の表示をタップします。

8 spモードパスワードを入力し、＜承
諾して購入する＞をタップし、決
済が完了したら、＜次へ＞をタッ
プします。

9 ＜プレーヤーを起動する＞をタップ
すると曲のダウンロードや再生が
できます。

dマーケットにはdミュージック以
外にも、アニメが見放題のdアニ
メストア、電子書籍を購入でき
るdブック、アプリのレビューを
投 稿・閲 覧 できるdアプリ＆レ
ビューなどの有料サービスがあ
ります。また、dミュージックとd
ブックでは、ドコモ払いのほかに、
dコインやポイントでも購入がで
きます。

そのほかのサービスMEMO

タップする

タップする

タップする

タップする

タップする


