
FOMA端末、FOMAカードや電池、アダプタ（充電器含む）などのオプション
品をお使いになる前には、取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 

安全に関するご注意 

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために 
お客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・ 
メーカーを問わず上記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 

モバイル・リサイクル・ネットワーク 
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。 

最寄りのドコモショップ・ドコモ支店窓口にお持ちください。 

卓上ホルダはお客様から回収させていただいた製品のＡＢＳ樹脂
をリサイクルして製造しております。 

（2006年1月1日現在） 

モバイルフォン統括営業部プロダクトマーケティング部 製造元 
＊ダイヤルの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。 

受付時間：午前9：0 0 ～ 午後7：0 0／土・日・祝日  午前9：0 0 ～ 午後5：0 0（年末年始を除く） 
 

お問い合わせ先〈DoCoMo インフォメーションセンター〉 ＊ダイヤル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。 

　一般電話等からの場合 

0120-800-000
＊携帯・自動車電話、PHSからもご利用になれます。 
 

ＭＢ0152

ご利用にあたってのご注意 

●FOMAは、無線を使用しているため、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および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・マンション等の高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない 
　場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場所で、移動せずに 
　使用している場合でも通信が切れる場合がありますのでご了承ください。また、年始や 
　災害時および花火大会などのイベント会場などにて使用する場合、回線の混雑により 
　つながりにくくなることがあります。 
●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。 
●FOMAは、電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとは 
　いえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的に 
　サポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。 
●FOMAは、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の
　悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、
　実際の音声と異なって聞こえる場合があります。 
●FOMAプラスエリアに対応しております。 

●充電時間は電源を「切」にして、電池パックを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。iモードの通信を行うと通話（通信）・待受時間は
　短くなります。また通話（通信）やiモード通信をしなくても、iモードメールを作成したり、
　ダウンロードしたiアプリを作動させると通話（通信）・待受時間は短くなります。 
●FOMAの一部の機種において、その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。 
●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合
　がありますのでご注意ください。 
●ドコモのFOMAネットワーク以外ではご利用できません。 
●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 DCアダプタ 01 
　車内でF702iDを充電するときに使用します。 

●車載ハンズフリーキット 01 

●FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01 

●車内ホルダ 01 

 

 

●USBケーブル 
　F702iDとパソコンを 
　接続するUSBケーブルです。 

FOMA Fシリーズ データリンクソフト※1※2オプション（別売） 

●テレビ電話・iモード®・iアプリ®・トルカ 

テレビ電話 

 

 

i モード
 

 

 

iアプリ 

 
トルカ 

キャラ電対応 

ズーム 

撮影モード 

Bookmark（フォルダ） 

画面メモ 

画像ダウンロード 

iメロディ®ダウンロード 

PDFコンテンツダウンロード 

プリインストール 
ダウンロード（フォルダ） 

○（プリインストール2件、ダウンロード最大50件） 

アウトカメラ最大12倍/インカメラ最大2倍 

6種類 

100件（20件） 

最大100件※1 

最大1000件※1（静止画撮影保存件数含む） 

最大500件※1 

最大100件※1 

6件 
最大100件※1（20件） 

最大100件※1 

 

●メール 
送受信可能文字数 

同報送信 

送信メール（フォルダ） 

受信メール（フォルダ） 

受信/送信メール 

自動振り分け 

デコメールテンプレート 

メール着モーション 

チャットメール 

全角最大5000文字 

最大5アドレス 

最大200件※1※2（16件［メール連動型iアプリ用のフォルダ5件含む］） 

最大1000件※1※2（46件［メール連動型iアプリ用のフォルダ5件含む］） 

30件 

6種類（メールアドレス/題名/メモリ番号/グループ/電話帳登録なし/条件なし） 

9種類 

○ 

○ 

設定可能条件数 

振り分け条件 

●その他 
 

電話帳 

 

スケジュール 

赤外線通信対応 

FOMAプラスエリア 

着信LED 

iチャネルTM

指紋認証 

PDF対応ビューア 

自動時刻補正 

約98×51×31［最薄部17］ｍｍ（折りたたみ時） 

約114g※4 

約140分 

約80分 

約430時間※6 

約300時間※7 

約2.2インチ262，144色TFTカラー液晶※8（240×320ドット） 

アウトカメラ：有効128万画素CMOS 

インカメラ：有効11万画素CMOS 

○ 

約100分 

約100分 

 

 

音声通話時 

テレビ電話時 

静止時 

移動時 

 

ツインカメラ 

 

 
FOMA ACアダプタ 01 

FOMA DCアダプタ 01 

外形寸法（H×W×D） 

質量 

連続通話時間※5 

 

連続待受時間※5 

 
ディスプレイ 

カメラ 

iモード FeliCa 

各種充電器による 
充電時間 

古紙配合率100％再生紙を使用しています 

このカタログは、100％ 
再生紙および大豆油 
インキを使用しています。 

 ＊地域によって受付時間は異なります。 

ロジックパズルF

© T2i Entertainment

ZOOKEEPER DX F

© Buddiez,inc.

■ケータイクレジット「iD TM」 

■フリーセル 

■電子マネー「Edy」 

■Gガイド®番組表リモコン 

http://azby.fmworld.net/ｉ/

http://azby.fmworld.net/mobile/

最新の情報が欲しい！もっと活用したい！ AzbyMobile

ケータイ活用 

F702iD本体 
 
FOMAカード 

最大700件※3（5番号5アドレス）/URL/メモ/静止画/動画/郵便番号/住所/ 
会社名/役職名/誕生日 

最大50件（1番号1アドレス） 

300件 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

指紋認証の特性とご注意 

●卓上ホルダ F11（クレードル非対応） 
　FOMA ACアダプタ 01を接続できる置台です。 

●リアカバー F13 
　F702iDの電池パック F08装着部のカバーです。 
 

●FOMA ACアダプタ 01 
　電池パック F08を装着した 
　F702iD本体、もしくは卓上ホルダ F11 
　に接続して充電します。 

●電池パック F08 
　F702iDの各機能を動作させるための、 
　充電式の電池です。 

●キャリングケース F10 
　F702iDをキズや汚れから保護し、 
　ベルトなどに固定し携帯できます。 

「データリンクソフト」「データシンクロソフト」「Fアルバムソフト」の3つの機能を持つ

データリンクソフトは、富士通サイト「FMWORLD.NET」 

（http://www.fmworld.net/product/phone/datalink/）よりダウンロードできます。 

ニュースや天気予報など、あらかじめ

指定した情報が定期的に携帯電話

に配信され、待受画面に表示される 

 iチャネルに対応しています。 

※1:対応OSはWindows®XP、Windows®2000Professional、Windows®Me（Fアルバムソフトは、Windows®Me
に対応していません）。※2:FOMA端末外への出力が禁止されている画像や動画／ｉモーション、メロディは、パソコン
への転送はできません。＊Microsoft®Outlook®連携機能の利用は、Microsoft®Outlook®98、Microsoft®Outlook®2000、
Microsoft®Outlook®2002、Microsoft®Outlook®2003のいずれかがインストールされている必要があります。 

＊地域によっては取り扱っていないオプションもあります。また、オプションが変更になる場合もあります。 

FOMA関連商品（試供品） 車載オプション（別売） 

富士通は、省資源・省エネルギー化など、 
環境面でも徹底したモノづくりをすすめています。 

●本機能の利用は「端末暗証番号」の入力時となります。留守番電話サービス、転送でんわサービスなどにご契約いただい
た場合にお決めいただく「ネットワーク暗証番号」や、マイメニュー登録・削除、メッセージサービス、ｉモード有料サービスのお申

し込み・解除、メール設定などを行う際に必要な「ｉモードパスワード」の入力時に、本機能を利用することはできませんのであらかじめご了承ください。●本機能は指紋画像の特徴情報
を照合するものです。このため、人によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。●指の状態が以下のような場合は指紋の登録が困難になったり、認証
率（正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される割合）が低下することがあります。・濡れたり、汗をかいている場合・お風呂上がりなどで指がふやけている場合・指に汗や脂が多く、
指紋の間が埋まっている場合・手が荒れたり、指に損傷（切傷、ただれなど）を負っている場合・手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合・指が泥や油などで汚れている場合・太った
り、やせたりして指紋が変化した場合・摩耗して指紋が薄くなった場合。●指紋認識技術は完全な本人認識・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、ま
たは使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

2006年1月現在 

ファイル形式 

 
撮影サイズ

 
 

撮影種別 

最大保存件数※11

MP4（MobileMP4） 

128×96ドット（Sub-QCIF）/176×144ドット（QCIF）/ 
320×240ドット（QVGA）※10 

画像＋音声、画像のみ、音声のみ 

100件（iモーション※12 のダウンロード件数含む） 

大容量メール添付（490Kバイト） 

128×96ドット 

メール添付（290Kバイト） 

約189秒 

約119秒 

約86秒 

約36秒 

L  P 

STD 

H  Q 

HQ+※10

●1回あたりの撮影時間※13（目安）（画像＋音声） 

約112秒 

約70秒 

約51秒 

約21秒 

L  P 

STD 

H  Q 

HQ+※10

●動画関連 

パノラマ撮影 

 
カメラ設定 

撮影確認音 

フレーム 

 
ズーム 

 
連写撮影 

撮影モード 

バーコードリーダー 

静止画撮影 

動画撮影 

●撮影時の機能 

明るさ 

色の濃さ 

○ 

5段階 

5段階 

2種類 

待受用・QCIF用（各5種類） 

リニア最大65段階16倍（インカメラは2倍） 

デジタル最大8段階16倍（インカメラは2倍） 

2～6枚※9 

16種類（静止画）、10種類（動画） 

JANコード、QRコード（16分割対応） 

●静止画保存件数（目安）＊サイズ制限：制限なしの場合 

本体メモリ 

画像サイズ 

エコノミー 

スタンダード 

ファイン 

SXGA 
960×1280ドット 

縦長VGA 
480×640ドット 

CIF 
352×288ドット 

QVGA 
240×320ドット 

QCIF 
176×144ドット 

Sub-QCIF 
128×96ドット 

電話帳サイズ 
96×72ドット 

約85枚 

約52枚 

約29枚 

約460枚 

約349枚 

約220枚 

約220枚 

約153枚 

約92枚 

横長VGA 
640×480ドット 

約220枚 

約158枚 

約93枚 

約596枚 

約440枚 

約266枚 

約862枚※14 

約779枚 

約533枚 

約862枚※14 

約862枚※14 

約779枚 

約862枚※14 

約862枚※14 

約862枚※14

プリインストールiアプリ iチャネル  

F702iDの主な機能 

F702iDの主な仕様 

カメラ機能 

※1：保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。※2：iモードメールとショートメッセージの合計件数。※3：各電話帳データの登録
内容により実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。※4：電池パック F08装着時の数値です。※5：連続通話（通信）時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話（通
信）に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所
の電波状態（電波が届かないか、弱い場合等）などにより、通話（通信）・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。ま
た、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリや取得したiモーション（音楽データ含む）の再生など
を行っても通話（通信）・待受時間は短くなります。データ通信実行時、iアプリのソフトを実行したときも、表記の通話（通信）時間や待受時間より短くなります。※6：FOMA端末を折り
たたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。※7：FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた
状態での平均的な利用時間です。※8：TFT（Thin Film Transistor）…コントラスト・色の再現性・応答速度・視野角などが優れたカラー液晶です。※9：撮影した静止画は「イメージ」
では1画像扱いとなり、撮影順に自動的に切り替え表示されます。1枚ずつ別々の静止画として扱う場合は、「パラパラマンガ」設定を解除します。※10：メールに添付して送れません。
※11：保存・登録した動画サイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。※12:プリインストールされているiモーション（1件）は含みません。※13：撮影内容
により変動します。※14：プリインストール・コンテンツ（アイテム）を削除すれば、最大1000枚となりますが、お買い上げ時の状態での上限は、約862枚となります。 

●動画記録時間（目安）＊画像サイズ：128×96ドット、大容量メール添付（490Kバイト）の場合 

本体メモリ 
L  P 

STD

H  Q 

HQ+

画像＋音声 

約64分 

約40分 

画像のみ 

約108分 

約54分 

－ 

  約160分 

音声のみ 画像＋音声 

約29分 

約12分 

画像のみ 

約40分 

約14分 

約105分 

－ 

 

音声のみ 

＊アクセス方法は予告なしに変更されることがあります。 

◎販売価格については、ドコモショップ等販売店にお尋ねください。 
◎商品写真等に関しては、実物と若干異なる場合がございますので
　ご了承ください。 
◎掲載の商品の仕様・性能は、予告なしに変更する場合がございますので
　ご了承ください。 
◎「FOMA」「iモーション」「iメロディ」「iモード」「iアプリ」「着モー
　ション」「デコメール」「キャラ電」「おサイフケータイ」「iチャネル」「ト
　ルカ」「iD」および「i-αppli」ロゴ、「おサイフケータイ」ロゴ、「iチャネル」
　ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。 
◎Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の
　国における登録商標です（Windowsの正式名称は、Microsof t® 

　Windows® operating systemです）。 
◎本製品は、日本語変換機能として、株式会社ジャストシステムの 
　ATOK＋APOTを搭載しています。「ATOK」「APOT（Advanced 
　Prediction Optimization Technology）」は株式会社ジャストシス
　テムの登録商標です。 
◎QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
◎FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 
◎FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 
◎　 はフェリカネットワークス株式会社の商標です。 
◎ ｉモード FeliCa 対応の各種サービスは、各ｉモード FeliCa 対応サービス
　提供者によって提供されます。 
◎各iモード FeliCa 対応サービスのご利用前にはデータの再発行等の
　有無および内容等をご確認いただき、盗難・紛失・故障などの際には、
　直ちに各ｉモード FeliCa 対応サービス提供者にお問い合わせください。 
◎「モバイルＳｕｉｃａ」は東日本旅客鉄道（株）の登録商標です。 
◎Edyはビットワレットが管理するプリペイド型電子マネーサービスブランドです。 

◎「Gガイドモバイル」およびそのロゴ、「Gガイド」およびそのロゴは、
　米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関係会社の
　日本国内における登録商標です。 
◎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。 
◎iモードをご利用になるには、別途パケット通信サービスのご契約および
　iモード機能のお申込みが必要となります（ドニーチョはご契約いただけ
　ません）。 
◎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。 



神秘的な輝き、 

魅惑的な色彩、 

豊かな曲面のフォルム。 

背面から機械的な要素をすべて排除することで、 

無機質な印象のものとは一線を画する 

豊かな表情の、グラマラスなデザインが生まれました。 

 

美しい所作、 

電話を使う人の美しい姿、優雅な身のこなしを 

イメージしたデザイン。 

手と一体となる有機的なフォルム。 

例えば、テンキーやマルチカーソルキーの 

ふくらみに象徴される、 

指先のデリケートな感覚に応えるディテールのデザイン。 

手と一体となるデザインは、人と携帯電話との 

インタラクティブな関係性の象徴であると考えました。 

手と一体となるフォルム。 

美しい立ちふるまいを促せる道具を 

デザインしたいと考えました。 

パブリックスペースにおける節度ある大人の 

マナーに相応しい情景をイメージしました。 

ビジョナー／デザイナー 

平野 敬子 



着信音／ソフト着信音 

01. 着信音1 

02. 着信音2 

03. 着信音3 

04. 着信音4 

05. 着信音5 

06. 着信音6 

 

 

ネイチャーサウンド 

07. ソフト着信音1 

08. ソフト着信音2 

09. ソフト着信音3 

10. ソフト着信音4 

11. ソフト着信音5 

12. ソフト着信音6

19. 石「石響」 

20. 竹「鹿威し」 

21. 竹「涼風」 

22. 風「風鈴」 

23. 風「枯野」 

24. 木「拍子木」 

せっきょう 

ししおどし 

りょうふう 

ふうりん 

かれの 

ひょうしぎ 

13. 鈴「清浄」 

14. 水「古池」 

15. 水「水打」 

16. 水「流水」 

17. 水「一雨」 

18. 木「木響」 

 

せいじょう 

ふるいけ 

すいだ 

りゅうすい 

いちう 

もっきょう 

 

コンテンツデザインにおいては、あらゆる領域の使いやす 

いナビゲーションシステムの構築が、最重要なことである 

と考えました。待受画面、機能画面、インターフェイス、着 

信音、デコメールピクチャなど、携帯端末に含まれる要素 

を3DCGアニメーションなどの先端的な手法を用い、一貫 

した世界観を構築し、機能性と美の融合を計りました。 

 

 

 

 

 

 

 

背面ディスプレイに代わって、電話やメール着信時に、や 

わらかな光で知らせる２つのＬＥＤを搭載しました。自然界 

の宝石をモティーフにした全27色のゆたかな色合いの光 

が、絶妙なマッチングでケータイの表情を演出します。さら 

に、有機的に変化する4つのイルミネーション・パターンを 

用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イルミパターン2 

イルミパターン1

イルミパターン3

イルミパターン4

日本の伝統的な色彩のもつ雅やかな世界を、現代の先端技術によって表現しました。 

上面の艶と底面の艶消し、二つの異なる質感の組み合わせによって、 

華やかさと落ち着きを合わせ持った、上質な仕上がりを目指しました。 

＊画像はイメージです。 

待受画面 音量調整画面 カレンダー 

使用頻度が極めて高いと思われる着信音にもこだわりまし 

た。音域を1オクターブ下げたり、リバーブ（残響）をかけた 

りすることで、通常よりもソフトな音色を実現したソフト着信 

音。さらに、水、石、竹といった、自然界に存在する物質が 

擦れ合う音や、雨、風といった自然現象から発せられる音 

など、人が「気持ちのよい」と共感できる音色を、ネイチャー 

サウンド着信音として用意しました。 



コミュニケーションをデザインするという視点に立ち、現代における最良のコミュニケーション 

の実践を理想として活動する。主な仕事として、東京国立近代美術館のシンボルマーク、VI計 

画、「SHISEIDO MEN」のデザイン、インタラクティブシステム「アーカイブ・テーブル」のプランニ 

ング、デザイン。「デザインの理念と実践」展、「時代のアイコン」展の企画、構成、会場デザイ 

ン、同タイトル書籍の著作、編纂など。化粧品ブランド「キオラ」のプロダクト、パッケージ、グラ 

フィック、ショップ空間、広告のトータルなブランドディレクション、デザインによって2001年度毎日 

デザイン賞受賞。その他受賞多数。CDL（コミュニケーションデザイン研究所）www.cdlab.jp

おサイフケータイを、70Xiシリーズで初めて搭載しました。 

おサイフケータイ 
おサイフケータイを、70Ｘｉシリーズ

で初めて搭載しました。また、携帯 

電話で改札を通れる「モバイルＳｕｉｃａ」 

にも対応しています。これからは、 

お買い物はもちろん、通勤・通学も

ラクラクできます。 

トルカ®対応 
トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子カード

のこと。チラシやレストランカード、クーポン券などと

して便利に活用できます。取得方法も、専用端末に 

おサイフケータイをかざすだけで取得が可能。さらに、 

 iモードメールや赤外線通信を使って、簡単に交換

することもできます。 

＊画像はイメージです。 

＊画像はイメージです。 

＊撮影できる画像サイズ ： 電話帳 96×72 ／ Sub-QCIF 
128×96 ／ QCIF 176×144 ／ 待受用 240×320 ／ CIF 
352×288 ／ 縦長VGA 480×640 ／ 横長VGA 640×480
／ SXGA 960×1280

充実のカメラ機能  
アウトカメラには有効128万画素、インカメラには有効11万画素のCMOS

カメラを搭載。さらに、被写体を滑らか

に拡大・縮小できる最大16倍のリニア

ズームや、薄暗い場所でもキレイに

撮れるナイトモードなど、多彩な機能を

ご用意しました。 

パノラマ撮影対応  
静止画3～4枚を連続で撮影して、1枚のパノラマ写真を作成することが 

できます。雄大な景色をそのまま収めたり、大人数を同時に撮影できたりと、 

撮影の楽しみがさらに広がります。 

パノラマ撮影も楽しめる、充実のカメラ機能です。 

＊連続パノラマ撮影できる画像サイズ ： 待受用 240×320 ／ CIF 352×288 ／ 横長VGA 640×480

ナイトモードOFF ナイトモードON

季語デコメール 
メールに四季の表情を持たせるために、季語をモティーフ

にしたデコメール®ピクチャとデコメールテンプレートを 

用意しました。届ける相手へのおもてなしを大切にした、 

情緒あふれる画像が満載です。 

リラックスモード 
使っていないときに、気持ちをリフレッシュさせる道具と

しての機能を備えました。1／f ゆらぎの光と心地よい

音楽が、くつろぎの時間を演出します。 

他にも充実の機能が満載です。 

美しく、賢くさらに高機能になりました。 

指紋センサー搭載 
おサイフケータイとしてのセキュリティ

を確保するために指紋センサーを搭 

載しました。自分の指先がカギとなり、 

大切なデータを守ります。指先をセン

サーにスライドさせるだけで、セキュ

リティをラクラク解除。セキュリティ 

対策における煩雑さを解消しました。 

ＩＣカードオートロック 
おサイフケータイとして利用した後、

設定した時間が経過すると自動的

にICカードロックをかけることができ

ます。モバイルSuicaを使った後など

も、ロックを自分でかけ直す必要が

ないので便利です。 

遠隔ロック 
万が一の紛失・盗難に備えて、あらかじめ登録した電話番号や公衆電話 

からの着信で、オールロックとICカードロックが起動する機能を搭載しています。 

プライバシーモード 
メールや写真、電話帳などといった携帯電話に詰まった大切なプライベート

情報を、ワンアクションでサッと隠すことができます。 

ON OFF ON OFF ON

通勤 
通学 

LUNCH 
TIME

ＩＣカードロック解除予約 
設定した時刻に、ICカードロックを自動

的に解除することができます。おサイフ

ケータイの利用時間を想定して解除

予約をしておくと便利です。 

毎日使う「生活道具」としての安心を備えました。 

開閉ロック 
閉じるとセキュリティがONになる開閉ロック機能を採用しました。 
＊あらかじめ設定が必要です。待受画面以外で端末を閉じても開閉ロックは起動しません。 

LOCK ONLOCK OFF

設定した時間が 
経過すると自動的 
にICカードロック。 

AI変換ATOK®、予測変換APOT®搭載
文字入力には、文字変換に優れている日本語

入力システムATOKを搭載。入力する文章に

よって「熱い」や「暑い」といった同音語を変 

換し分けます。さらにAPOTも搭載したことで、 

文脈を判断して次に入力する単語を予測。 

メール作成を快適にサクサク行えます。 

おちゃがあつい　 お茶が／熱い 

なつはあつい       夏は／暑い 

【ATOK-AI変換】 

きよう　　今日 

【APOT-AI推測変換】 

圏内自動メール送信 
圏外でメールが送信できなかった場合、圏内に入ると自動 

的に送信することができます。送り忘れに配慮しました。 

メールにも、きめ細かな気配りをしました。 

絵文字の履歴入力対応 
使った絵文字を、履歴に応じて表示します。直前に使った

絵文字から表示されるので、よく使う絵文字を簡単に選ぶことができます。 

■残り時間をカウントダウンで知らせる便利なお知らせタイマー   　■大音量で自分の居場所を知らせるワンタッチアラーム 

指定した時間に自動的に待受画面

を切り替えたり、マナーモードやプラ

イバシーモードを起動したりすること

ができます。仕事とプライベートの

切り替えもスマートに行えます。 

 

毎日のライフスタイルに合わせて、カスタマイズできます。 

変更する 

ON

ON

会議中に呼び出し音が鳴らないよう、自動的にマナー
モードをONにするなど、各モードをオンタイム仕様に。 

変更する 

OFF

OFF

お気に入りの写真を自動的に待受画面にするなど、
各モードをオフタイム仕様に。 

変更する 

ON

OFF

就寝中に呼び出し音が鳴らないよう、自動的にマナー
モードをONにするなど、各モードをお休み仕様に。 

●トータルコーディネイト 

オンタイム中 プライベート中 就寝中 

●マナーモード 

●プライバシーモード 

●トータルコーディネイト 

●マナーモード 

●プライバシーモード 

●トータルコーディネイト 

●マナーモード 

●プライバシーモード 

AM 7：00 PM 6：00 AM 0：00

※1：対応OSはWindows ®XP、Windows ®2000 Pro fess i ona l、Windows ®Me

（ Fアルバムソフトは、Windows ®Meに対応していません）。データリンクソフトは、

http://www.fmworld.net/product/phone/datalink/からダウンロードすることも可能です。

※2：転送可能データは、電話帳（本体・FOMAカード）、スケジュール、メール、メモ、ブックマーク、

メロディ、画像、動画／iモーション®です。またFOMA端末外への出力が禁止されている画像や

動画／iモーション、メロディは、パソコンへの転送はできません。※3：Microsoft®Outlook®

連携機能の利用は、Microsoft®Outlook®98、Microsoft®Outlook®2000、Microsoft® Outlook®2002、

Microsoft®Outlook®2003のいずれかがインストールされている必要があります。 

データリンクソフト※1※2＆USBケーブル 
パソコンとの接続に必要なUSBケーブルとデータリンク 

ソフトをパッケージしました。電話帳のアドレス編集や、 

Microsoft® Outlook®※3との連携も簡単に行えます。 

オートバックアップ※4
 

USBケーブルでパソコンと接続するだけで、データリンク

ソフトが簡単に起動。あらかじめ設定しておけば、電話帳

データなどの自動バックアップが可能です。 

オートフォトストック※4
 

携帯電話で撮影した画像も、USBケーブルを接続する

だけでバックアップを行えます。画像保存をサポートする

Fアルバムソフトもパッケージしています。 

USBケーブル同梱で、パソコン連携がより身近になりました。 

※4：あらかじめ携帯電話とデータリンクソフトに自動認証の設定が必要です。 

＊1・3・5・10・30・60・90分後に設定可能です。 

＊このカタログに掲載された商品写真、ネーミング、デザインディレクション　○2005 CDL 　コンテンツビジュアル○2005CDL ○ NTTドコモ 




