
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 

◎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／フォーマ」「iモーション／アイモーション」「iメロディ／アイメロディ」
　「iモード」「iアプリ／アイアプリ」「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」「プッシュトーク」「トルカ」および「FOMA」
　ロゴ、「i-mode」ロゴ、「i-αppli」ロゴ、「おサイフケータイ」ロゴ、「プッシュ
　トーク」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、Microsoft¤ Windows¤ 
　operating systemです）。 
◎Apple、Appleロゴ、iTunesは、米国および他の国で登録されたApple
　Computer,Inc.の商標です。 
◎スーパーCCDハニカムは、富士フイルム株式会社の登録商標です。 
◎リュウミンは株式会社モリサワの登録商標です。 
◎ATOKは株式会社ジャストシステムの登録商標です。 
◎QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
◎miniSDはSDアソシエーションの商標です。 
◎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。 
◎ 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。 
◎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。 

プラチナミラー グロッシールージュ メタルブロンズ フェアリーラベンダー 

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。 

（2005年11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。 
 

MB0084

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F902iを充電するときに使用します。 

■ FOMA USB接続ケーブル 
　F902i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

プリインストールiアプリ¤

F902iの主な機能 

F902iカラーバリエーション 

カメラ機能 

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 

撮影効果 

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16倍/インカメラ最大2倍 

6種類（標準/夕景/逆光/海・雪/モノトーン/セピア） 

100件（20件） 

最大100件※7 

最大1000件※7（静止画撮影保存件数含む） 

最大500件※7 

最大100件※7 

6件 
最大100件※7（20件） 

最大100件※7 

 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 

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 

PDF対応ビューア 

自動時刻補正 

音声通話／テレビ電話切替 

FOMAプラスエリア 

プッシュトーク 

iチャネル“

全角最大5000文字 

最大5アドレス 

最大200件※7、※8（16件［iアプリ専用フォルダ5件含む］） 

最大1000件※7、※8（46件［iアプリ専用フォルダ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） 

30種類 

○ 

○ 

約106×50×25mm（折りたたみ時） 

約131g※10 

約180分 

約100分 

約540時間※12 

約380時間※13 

約2.4インチ262，144色TFTカラー液晶※14（240×320ドット） 

アウトカメラ：有効200万（記録400万）画素スーパーCCDハニカム 

インカメラ：有効32万画素CMOS 

○ 

約135分 

約135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※11 

 

連続待受時間※11 

 
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 

F902iの主な仕様 

※1：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。
※2：メールに添付して送れません。※3：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。※4: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。※5：撮影内容により変動します。※6：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780枚とな
ります。※7：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。※8：iモードメールとショートメッセージの合計件数。※9：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。※10：電池パック F07装着時の数値です。※11：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。※12：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。※13：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。※14：TFT（ThinFilmTransistor）…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。 

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。 

Mobile三國志2

© KOEI Co., Ltd.

ロジックパズルF

© タカラモバイルエンタテインメント 

ZOOKEEPER DX F

© Buddiez,inc.

フリーセル © KOEI Co., Ltd.

■Gガイド¤番組表リモコン 

■電子マネー「Edy」 

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 

F902i本体 
 
FOMAカード 

最大700件※9（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 F10（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 F12 
　F902iの電池パック F07装着部のカバーです。 
 

■  FOMA ACアダプタ 01 
　電池パック F07を装着したF902i本体、 
　もしくは卓上ホルダ F10に接続して充電します。 

■ 電池パック F07 
　F902i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 
　F902i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」「miniSDユーティリティ」「Fアルバムソフト」の4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。 

※1:対応OSはWindows¤XP、Windows¤2000Professional、Windows¤Me（miniSDユーティリティと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。 
＊Microsof t ¤Out look ¤連携機能 の利用は、Microsof t ¤Out look ¤98 、Microsof t ¤Out look ¤2000 、Microsof t ¤Out look ¤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（別売） 

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。 

2005年11月現在 

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 

Sub-QCIF 
128×96ドット 

約780枚※6 

約780枚※6 

約734枚 

背面待受用 
96×96ドット 

約780枚※6 

約780枚※6 

約780枚※6

電話帳サイズ 
96×72ドット 

約780枚※6 

約780枚※6 

約780枚※6

QCIF 
176×144ドット 

約780枚※6 

約734枚 

約502枚 

QVGA（待受用） 
240×320ドット 

約561枚 

約415枚 

約251枚 

CIF 
352×288ドット 

約434枚 

約329枚 

約207枚 

横長VGA 
640×480ドット 

約207枚 

約149枚 

約87枚 

縦長VGA 
480×640ドット 

約207枚 

約144枚 

約86枚 

SXGA 
960×1280ドット 

約80枚 

約49枚 

約27枚 

約59枚 

約36枚 

約19枚 

UXGA 
1200×1600ドット 

約52枚 

約34枚 

約19枚 

2Mピクセル 
1224×1632ドット 

約18枚 

約11枚 

約7枚 

4Mピクセル 
1728×2304ドット 

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

画像＋音声 

約64分 

約40分 
本体メモリ 

H  Q 

HQ+

約107分 

　 － 

 

音声のみ 画像のみ 画像＋音声 

約41分 

約14分 

約29分 

約12分 

　 － 

約163分 

音声のみ 画像のみ 

約110分 

約55分 

ファイル形式 

 撮影サイズ
 

 

撮影種別 

最大保存件数※3

MP4（MobileMP4） 

128×96ドット（Sub-QCIF）/176×144ドット（QCIF）/ 
320×240ドット（QVGA）※2 

画像＋音声、画像のみ、音声のみ 

100件（iモーション※4 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+※2

1回あたりの 

撮影時間※5（目安） 

（画像＋音声） 

約112秒 

約70秒 

約51秒 

約21秒 

L  P 

STD 

H  Q 

HQ+※2

動画関連 

パノラマ撮影 

 
カメラ設定 

 

撮影確認音 

フレーム 

ワンタッチパワーライト 

 
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 

6種類 

20種類 

○ 

リニア最大65段階28倍（インカメラは2倍） 

デジタル最大20倍（インカメラは2倍） 

2～6枚※1 

16種類 

JANコード、QRコード（16分割対応） 

（      　　　　　  ） 標準/コミカル［動画撮影のみ］/ 
ファニー［静止画撮影のみ］/ 
メタル/チャイム/スピード 

＊miniSDメモリーカードの対応状況は、http://www.fmworld.net/product/phone/での公開となります。 



DESIGN
金属蒸着技術による、洗練された質感。　 

ラウンドディスプレイによる、個性的外観。 

そして、見るものすべてを魅了するフラットなフォルム。 

これからのケータイには、美しいデザインこそふさわしい。 

F902i、デザインで選ばれるケータイへ。 

プラチナミラー グロッシールージュ 

SECURITY
端末を閉じるだけでロックがかかる開閉ロック。 

大切な電子マネーを確実に守れるICカードロック。 

そして、セキュリティ解除をスマートに行える指紋センサー。 

これからのケータイには、優れたセキュリティこそふさわしい。 

F902i、セキュリティで選ばれるケータイへ。 

フェアリーラベンダー メタルブロンズ 

＊画像はイメージです。 



フラットな背面に映える個性的な

ラウンドディスプレイを搭載し  

ました。ラウンド型にしたことで、 

アナログ時計などを美しく表示  

します。さらに、撮影した画像を 

背面時計に重ねることもできるの 

で、オリジナリティあふれる自分 

だけの背面時計が楽しめます。 

持つ人の個性を主張する 
ラウンドディスプレイ搭載 
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通常よりも画面が明るくなるとともに、 

文字フォントも大きくなるアドバンスト

モード。メニュー画面には、見やすい 

タイルアイコンを採用しました。また、 

通常のゴシックフォントの代わりに、 

モリサワの明朝体フォント「リュウミン�」 

を使用。「リュウミン」とは、伝統的な 

活字明朝を現代のフォントに発展させ

た明朝体。優美なラインと、ソフトな 

アクセントで親しみやすい雰囲気を  

生み出します。 

ADVANCED MODE アドバンストモード 

見やすさと美しさにこだわったアドバンストモード 

＊画像はイメージです。 

リュウミン（小） リュウミン（大） 待受画面 メニュー画面 

TOTAL COORDINATE トータルコーディネイト 

プリインストール画像も本体デザインの一部として考えました。待受画面や時計、電池・メニューアイコン、背景画像（スクリーン）といった  

表示画像をそれぞれのカラーに合わせてトータルコーディネイト。統一感を持たせることで、さらに自分らしくケータイを楽しめます。 

ケータイのカラーにマッチするトータルコーディネイト 

背面表示 待受画面（Flash） 背面表示 待受画面（Flash） 背面表示 待受画面（Flash） 背面表示 待受画面（Flash） 

Plat inum Mirror Glossy Rouge Metal Bronze Fairy Lavender



SECURITY セキュリティ 

万一の時でも安心の多彩な 
セキュリティ機能 

※オールロック中は、電話をかけたり、受けたりすることもでき 
なくなります。電源が入っていない場合や、圏外にいる場合、
セルフモードに設定している場合は設定できません。 

離れた場所からでも、データの閲覧・使用を

ガードできる遠隔ロック。おサイフケータイ 

の無断利用を防止できるICカードロック。 

各種メニュー機能の操作などをストップさ

せるオールロック※。大切なデータをワン 

アクションで守れるプライバシーモードなど、 

ケータイを安心して使える多彩なセキュリ

ティ機能を用意しました。 

遠隔ロック設定画面 

ICカードロック 

開閉ロックが 
かからなかった場合 

開閉ロックが 
かかった場合 

さらに使いやすくなった開閉ロック※ 

※開閉ロックの利用は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。 

端末を閉じるだけでサイドキー以外のキーがロックされ

る開閉ロック。開閉ロックがかかると、セキュリティラン

プが青く点滅（約3秒間）。ロックがかからなかった場合は 

赤く点滅するので、うっかりかけ忘れる心配もありません。 

自分の指先がカギになる指紋センサー搭載 

F902iなら、多彩なセキュリティ機能の解除もスラ

イド式指紋センサーでラクラク。解除の煩わしさを

軽減したことで、いつでもセキュリティ状態にして

おけるので安心です。 

F902iで実際に撮影したパノラマ写真 

複数人で通話が楽しめるプッシュトーク�

プッシュトークを使えば、複数の人（自分を含めて最大

5人まで）と通話を楽しめます。操作方法は、話したい

相手をプッシュトーク専用電話帳から選び、プッシュ

トークキーを押すだけの簡単操作です。 

おサイフケータイを使って 
クーポン券などを取得できるトルカ�

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。チラシやクーポン券などといった、生活に役立

つ情報を手軽に取得できます。 

BASIC FUNCTION 基本機能 

文字入力をよりスムーズに行えるATOK�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を採用。 

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

るのはもちろん、「あか」と打つだけで「12」や「12月」などの数字表

記まで変換候補に表示されます。 

圏外から圏内に入ると自動的にメールを送信 

圏外から圏内に入ったときに、メールが自動的に送信 

されるように設定できます※。自動送信の予約操作は、 

圏外でメールを送信しようとしたときや、メール作成時

のサブメニューから選択することが可能。メールを保

存する代わりに圏内自動送信に設定しておくと、忘れ

ずに送信できるので便利です。　※最大5件まで設定できます。 

簡単に返信可能なクイック返信メール 

返信ボタンを押すと、返信用のメッセージが表示され

るので、簡単な操作ですばやくメールを作成・返信す

ることができます※。 

おちゃがあつい　　お茶が／熱い 

なつはあつい　　  夏は／暑い 

たべにいかへん　　食べに／行かへん 

【AI変換】 【関西弁対応】 

※最大5件まで登録可能。全角20文字、半角40文字まで入力できます。 

＊画像はイメージです。 

MUSIC ミュージック 

音楽データの入ったminiSD�メモリーカードで高音質な

音楽が楽しめるミュージックプレイヤー機能に、専用メ

ニューを追加しました。ダイヤルキーの1を長押しする 

だけで、ミュージックプレイヤーが起動します※1。さらに、 

付属のminiSDユーティリティを使えば、iTunes※2の 

音楽データを簡単にF902iで楽しむことができます。 

端末を閉じたままでの連続再生や、音量調節、背面ディスプレイでの曲

表示に加え、F902iでは音楽を聴きながらメールやiモードも楽しめる

バックグラウンド再生に対応しました。さらに、リピート再生や、シャッフ

ル再生、イントロ再生なども可能。本格的なミュージックプレイヤーを

手軽に楽しめます。 

専用メニューが付いたミュージックプレイヤー機能 音楽を聴きながらメールも楽しめるバックグラウンド再生 

F902 iでは、イヤホンスイッチによるリモコンでの

操作も可能になりました※。イヤホンスイッチを長押し 

するだけで、ミュージックプレイヤーが起動します。 

さらに、曲の再生・停止から、次曲・前曲へのスキップまで、 

手元で手軽に操作することができます。　 

手軽に音楽を楽しめるリモコン操作にも対応 

イヤホンスイッチ 

※1：カスタムメニューの変更およびリセットした場合はご使用できません。※2：
iTunes無償ダウンロードサイト…http://www.apple.com/jp/ iTunesの入手には
パソコンおよびインターネット環境が必要です。iTun e sはW i n d ows �XP、
Windows�2000のみの対応となります。＊iTunesソフトの機能に関するお問い合わ
せは、提供元のアップルコンピュータまでお願いします。iTunes for Windows�サポート
HP…http://www.apple.com/jp/support/itunes/windows/index.html（Web
上での情報提供となります）。iTunesの音楽データをF902iで楽しむには、FOMA 
USB接続ケーブル（別売）が必要となります。なお、iTunes Music Store�で購入
した楽曲はF902iで再生できません。＊保存した楽曲は、個人使用の範囲内でのみ
使用することができます。著作権などの知的財産権を侵害しないよう十分にご配慮
ください。外部メモリに保存した楽曲は外部に複製または移し替えしないでください。
＊音楽データや音楽CDによっては取り込みできない場合があります。 

背面で 
曲表示も可能 

音楽専用画面 

有効200万（記録400万）画素スーパーCCDハニカム�カメラ搭載 

スーパー C C Dハニカムとは、独特の

八角形の形状を持つCCD素子を応用した

デジタルカメラの撮像システム。従来の 

CCDよりも受光面積を大きく取れるので、 

より鮮やかで高画質な写真を撮影でき

ます。さらにズームには最大6 5段階

28倍ズームを採用。被写体をなめらかに

拡大・縮小できます。 

ワイドな撮影が楽しめるパノラマ撮影対応 

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。 

ワンタッチパワーライト搭載 

ライトには、高輝度LEDを採用したワン

タッチパワーライトを搭載。既存のモバ

イルライトよりも被写体を約10倍※も

明るく映します。　※F901iSとの比較。 

CAMERA カメラ 

＊撮影できる画像サイズ ： 電話帳 96×72／背面待受用 96×96／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／ 
UXGA 1200×1600／2Mピクセル 1224×1632／4Mピクセル 1728×2304

※リモコン操作の利用はあらかじめ設定が必要です。＊ステレオイヤホンセットは別売です。 

F901iS F902i

＊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




