
圧巻の全部入り
ハイスペックスリム防水ケータイ！
充実機能満載！

IPX5 / IPX8



サクサク動く操作性。使い勝手が良い、スタイリッシュなフォルム。
美しい写真や動画が残せる1630万画素ハイスペックカメラ、
充実のWi-Fi機能、安心のセキュリティ、楽しく使える３D…。
そして毎日を快適にするきめ細やかな機能。

ケータイ機能のすべてを進化させた、最高峰のハイスペックケータイ登場！

debut!!F-02D

圧巻の全部入り
ハイスペックスリム防水ケータイ！
充実機能満載！

（IPX5 / IPX8）※

セキュリティ、カメラ、ネットワーク、防水・防塵…

目指したのは、ケータイ最高峰！

ケータイ機能のすべてを進化さケ

！！
ハイスペックスリム防水×

回転2軸ワンプッシュでオープンを実現！

洗練のフォルム！

ハイスペックケータイ登場！させた、最高峰のハ

実現現！
こだわりの結晶！

信頼安心・便利・楽しさ満載の

きめ細やかなケータイ機能
＊画像はイメージです。　02※防水性能の詳細はP22をご覧ください。01



ワンプッシュでオープン

フレームの美しさまで追求した
洗練のデザイン

Design & Color

クリスタルフレームイルミ

温度連動を含む２１パターンの
イルミネーションが、
シルエットを美しく飾ります。

洗練のフォルム

薄さ約13.9mmの防水スリムボディに、
高機能が満載。

ミラーパネル
美しい輝きを放つ
鏡面加工のパネル。
＊WHITEは除きます。

温度連動、キー連動を含む
23パターンから選択できる
イルミネーション。
手元を華やかに彩ります。
＊WHITEは面照光、BLACK・PINK
　は文字照光となります。

スーパーレインボーキーイルミ

＊光り方は周囲が暗い場所でのイメージです。

PINKBLACKWHITE ＊時計回りは180°、反時計回りは90°まで回転可能。 ＊画像はイメージです。　0403

ワンプッシュでオープン

＊画像はイメージです。 04

フルフェイスデザインフリーアングル液晶カメラデザインカラーバリエーション
迫力の3.4インチ
フルワイドＶＧＡ
大画面液晶。

270°の回転が可能で、
撮影に最適。

1630万画素ハイスペックカメラ搭載。個性が光る3つのカラー。
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従来のフルブラウザに加え、ウェブ　
ページの高速表示とタッチ操作向け
UIに対応した「スマートブラウザ」を搭載。「WebKit」の採用により、PCブラ
ウザやスマートフォンと同等の使いやすさ、サイトカバー率の向上を実現し、
快適な操作が可能に。また、目的の機能を素早く呼び出せたり、コンテンツ
画面とサムネイルの同時表示も可能です。

ＰＣ並みのパフォーマンスを実現
高性能1.2GHzＣＰＵ

＊アプリケーションの多重動作時は、使用条件によってパフォーマンスが落ちることがあります。

スクロールやメニュー切替がスムーズに
3.4インチ大画面サクサクタッチパネル®搭載

ネット検索や設定変更、手書き入力も
タッチ操作でできる便利な機能

【コンテンツ画面とサムネイルを同時表示】

詳しく知りたい
言葉をドラッグ。

すぐに検索結果が
表示されます。

タッチ操作で
かんたん検索。

タッチで設定の
変更が可能

ステータス・タッチ

タッチ操作で
各設定をON/OFF

ダイレクト・ワードサーチ

わからない言葉を、素早くネット検索

フリータッチ
ライティング

手書き文字が
入力できる

タッチオート
フォーカス

タッチで
ピントを
自動調節

待受手書きパレット

メモ代わりに最適

文字の大きさ変更や
自由なレイアウトが可能

メニューバーの
ウィンドウボタンをタッチ

WebKitとは

アップル社のウェブブラウザ「Safari」や
グーグル社の「Google Chrome」で採用
されているレンダリングエンジン。
WHATWGおよびW3Cが策定を進めて
いる次世代HTML標準、HTML5に対応し
た新しいエンジンです。
WHATWG：the Web Hypertext Application　  
　　　　　Technology Working Group　

W3C：World Wide Web Consortium

＊一部のウェブサイトでは表示できない場
合があります。＊データ量の多いウェブサイ
トにアクセスされる場合には「パケ・ホーダイ
ダブル」などのパケット定額サービスへの加
入をおすすめします。

高性能1.2GHzCPUの搭載により、アプリケーションの起動や動画再生などを
スムーズに処理。快適な操作環境を提供します。

スクロールやメニュー切替などの操作を、タッチでスムーズに行えます。また、
タッチ操作に最適な待受ランチャーをご用意。直感操作で起動できるうえ、タッチ
でステータス詳細を表示したり、設定を変更することもできます。

アイコンをタッチして
WEB／辞書検索
などを選択

タッチでドラッグ
好きな場所に配置

待受カスタムパレット

タッチで待受画面を
カスタマイズ

Touch Panel
大画面でタッチ操作を思いのままに

High-Speed

スマートフォンのような快適操作
スマートブラウザ
従来のフルブラウザに加え、ウェブ　
ページの高速表示とタッチ操作向け
UIに対応した「スマートブラウザ」を搭載。「WebKit」の採用により、PCブラ
ウザやスマートフォンと同等の使いやすさ、サイトカバー率の向上を実現し、

高速表示でもっと快適なWEBライフを
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優れたノイズ処理

高速撮影

多彩な機能

低ノイズ化

高解像度 高画質
細部までクリア
色鮮やかで美しい

1630万画素の高画質＆高感度で、静止画も動画も細部までより美しく
「Exmor®R for  mobile」×「Milbeaut® Mobile」搭載

動画まで撮影できる遊び心満載のフィルター機能
アートカメラ（静止画・動画※）
クロマキーやジオラマなど11種類の効果が楽しめる特殊なフィルター機能を
搭載。思わず自慢したくなるようなこだわりの写真や動画を撮影できます。

裏面照射型CMOSセンサー「Exmor R for mobile」と、高性能画像処理エン
ジン「Milbeaut Mobile」を搭載。2つの高機能の融合が、さらなる高感度・低ノ
イズ化を実現しました。高精細で美しい写真や動画を撮影できます。

元画像

元画像 ジオラマ

トイカメラクロマキービビッドソフトフォーカス

構図をしっかり確認しながら撮影できる
フリーアングル液晶
270°まで回転。時計回りは180°、反時計回りは90°まで回転可能です。

人ごみを気にせず撮れる！

ハイアングル

ペットや花が
印象的に撮れる！

ローアングル

一瞬のシャッターチャンスを逃さない
高速起動＆クイック撮影

カメラは0.5秒※3の高速起動を実現。さらに、撮影間隔1.0秒※2で、シャッターを押
した瞬間の画像が記録できるクイック撮影モードを搭載。快適な撮影が楽しめます。
※1：シャッターを押した瞬間の画像が記録できます。0秒は最短値であり、撮影条件等により、タイムラグが長くなる場合があります。
※2：撮影サイズは待受（480×854）の場合。1.0秒は最短値であり、撮影条件等により撮影間隔が長くなる場合があります。※3：0.5秒は
最短値であり、起動方法により、起動時間が長くなる場合があります。＊クイック撮影モードと無限連写モードの同時使用はできません。

レリーズ
タイムラグ

0秒※1
撮影間隔

1.0秒※2
クイック
撮影モード+ =

高解像度の優れた
描写を実現。

※モノクロ効果、セピア効果以外の効果においては、画像サイズがQVGA（240×320）、VGA（480×640）のときに設定可能。

その他のフィルター機能
○セピア　○ダーク　
○モノクロ　○魚眼　
○クロスプロセス　○アンカラフル

Camera
こだわり派も納得のハイスペックカメラ

目で見たままの風景を写真に残せる
HDR（ハイダイナミックレンジ）合成
露光時間（シャッター
スピード）の違う2枚の
写真を同時に撮影し自
動で合成します。実際
に目で見る鮮明で美し
い風景や、絵画的な写
真も楽しめます。

短時間露光（空がきれい）

HDR
合成

局所階調
最適化

長時間露光（建物がきれい）

毎秒7.5枚の高速連写※

無限連写モード
シャッターを押している間中、連写ができるのでシャッターチャンスを逃しま
せん。メモリ容量いっぱいまで連写を続けることが可能です。
※画像サイズがVGA（480×640）、待受（480×854）、フルHD（1080×1920）、3M（1536×2048）のときに設定可能。無限連写モードでの撮影には
microSD™カード（別売）／microSDHC™カード（別売）が必要となります。なお、クイック撮影モードと無限連写モードの同時使用はできません。
連続撮影可能枚数はmicroSDカード（別売）／microSDHCカード（別売）のメモリ空き容量及び最大コンテンツ保存数（90万件）に依存します。
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■小顔効果

小顔通常

美しい映像を録画して楽しめる
フルハイビジョンムービー撮影
フルHD（1080×1920）サイズのフルハイビジョンムービー撮影が可能。起動
も高速なのでムービーチャンスを逃しません。
＊画像サイズがフルHD（1080×1920）のときに使用するmicroSD™カード（別売）／microSDHC™カード（別売）は、SDスピードクラス
がClass4以上のものを推奨します。

※1：クイックモーションに設定して撮影した動画。※2：画像サイズがQVGA（240×320）、VGA
（480×640）のときに設定可能。＊クイックモーションは、音声の録音はできません。

＊トラッキングフォーカスと同時使用はできません。

ピント合わせもラクラク
AF（オートフォーカス）

【トラッキングフォーカス】
フルハイビジョンムービー撮影時も、狙っ
た被写体にフォーカスが自動追従。被写
体の動きに合わせてピントを調整し続け
るのでフレーミングに集中できます。

【顔優先AF＆サーチミーフォーカス】
人物の顔を優先して検出するAF機能に加え、あらかじめ登録された"顔"を識別
するサーチミーフォーカスに対応。特別な人に優先的にピントを合わせます。

動画※1を2倍速で再生する
クイックモーション

被写体が動いてもピントを合わせ続ける

アートカメラ（動画）との併用でさらに楽しく
2倍速再生の動画が撮影できるクイックモーション
機能を搭載。アートカメラ（動画）との同時利用も可
能なので、たとえば「ジオラマ」効果※2と同時設定
すれば、ミニチュアがめまぐるしく動き回るような楽しい動画が撮影できます。

撮った写真にタッ
チでらくがきした
り、豊富なスタンプ
やフレームでデコ
レーションができ
ます。

撮影写真を楽しくアレンジ
バリエーション豊かな撮影効果

ケータイでプリクラのように遊べる
らくがき盛りフォト®

その他のムービー機能

○なめらかスローモーション動画　○スナップムービーモード＆ブログ・SNSかんたん投稿

■ふんわり効果
■くっきり効果

■美白効果
■美肌効果
■ひとみ強調効果

その他のカメラ機能
○待受スライドショー　○名刺リーダー　○ホワイトボード撮影モード　○ぼかし強調モード
○広角フラッシュ　○高感度撮影　○マイコレクション　○画像サーチ　

ワンタッチ切り替えで手軽に３Ｄモードを楽しむことができます。写
真やアプリの他、いつもの待ち受けも３Ｄにすることで、新鮮でお
しゃれな雰囲気に変わります。

遊ぶ かんたん３D変換※2
撮影済みの画像を3Dに変換

撮る かんたん３Dフォト※1
3D写真を手軽に撮影

見る
迫力の映像を大画面で
3D対応大画面液晶 遊ぶ

3Dを手軽に楽しめる
3D対応iアプリ

※１：CIPA規格のMPO（マルチピクチャーフォーマット）に対応。撮影画像サイズは、待受(480×854)、
フルHD(1080×1920)、3M(1536×2048)のときに設定可能。※２：変換できる画像サイズは、最小
サイズがQVGA(240×320)から最大サイズは3M(1536×2048)まで。【3D視聴について】＊3D映像
の見え方には個人差があります。＊体調のすぐれないとき、視聴中に体調の変化を感じた場合な
どには、3D視聴はお控えください。＊3D映像の視聴年齢については7歳以上を目安にしてくださ
い。＊3D映像をご覧になる場合は、30分程度を目安に適度に休憩を取り、目を休ませてください。
＊車や電車に乗車中や歩行中など画面のゆれが想定される環境での3D視聴は、疲労感や不快感
の原因となることがあります。＊3D映像を快適に見ていただくために取扱い説明書の「安全上の
ご注意」「取扱い上のご注意」をよくお読みください。【3D変換機能の利用について】他人が著作権
を有する映像を3D変換する場合、個人で楽しむなど、私的目的の範囲内でご使用ください。

3D対応iアプリ
○ブロック崩し 3D
○くーまんの部屋 3D

2D　　3Dの
切り替えも
ワンタッチ

「MULTI」キーの長
押しで、かんたんに
切り替えられます。

Movie
進化したムービー機能が、超美麗動画撮影を実現

3D

Camera
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高速通信でネット接続がより快適に
Wi-Fi
最新の高速通信規格IEEE802.11nに対応。通信速度が向上し、データのやり
取りもストレスを感じさせないハイスピードに。モバイル環境でのインター
ネット接続が、さらに快適になりました。

スマートブラウザとの併用でさらに快適
クライアントモード（子機）　
クライアントモードで無線LANアクセスポイントに接続。高速で快適なネット
サーフィンが可能です。

ケータイの電話帳から年賀状などの宛名印刷ができる
無線LANプリント　
キヤノン／エプソン製※1無線LAN対応プリンタを利用し、撮った写真をワイヤ
レスでプリント可能※2。さらに、宛名印刷がダウンロードフォントにも対応し、よ
り自分らしいハガキが作成できます。

＊インターネットに接続するには、家庭用無線LAN環境、または公衆無線LANサービスが利用で
きる環境が必要です。＊別途プロバイダ契約が必要な場合があります。また屋外での無線LANス
ポットには、別契約が必要な場合があります。

※1：キヤノン／エプソン製プリンタの対応機器についてはFMWORLDに発売日以降掲載予定。※2：無線LAN対応
プリンタとの接続には無線LANアクセスポイントとなる無線LANルータ（別売）が必要となります。また、無線LANの
アドホックモードでの接続は非対応です。＊一度に印刷可能な宛先は最大100件となります。＊JPEG形式の静止画
のみプリント可能。＊対応用紙サイズ：L、2L、はがき、A4

＊アクセスポイントモード：無線LAN規格IEEE802.11ｂ/g対応。
＊クライアントモード：無線LAN規格IEEE802.11ｂ/g/ｎ対応。

ワイヤレスでゲーム機やPCを接続できる
アクセスポイントモード（親機）　
F-02Dを無線LANアクセスポイントとすることで、パソコンやニンテンドー
DS®シリーズ※などのゲーム機をはじめ、さまざまなWi-Fi対応機器を、最大4
台まで同時にネット接続可能です。

写真や動画、文書ファイルをPCと共有
F-LINK　
無線ルータを使わずにパソコンとケータイ間、またはケータイ同士をワイヤレスで
データのやり取りができるF-LINK。ケータイ内に保存してあるデータを、ワイヤ
レスでPCなどと共有可能。写真や動画、オフィス文書などの送受信もできます。
●対応ファイル※1：写真／動画／3D動画／Officeファイルなど●対応機器：PC※2（LIFEBOOK／ESPRIMO 富士
通製PC2011年夏モデル以降〈一部除く〉）※1：ワンセグ録画データなどの著作権保護データは除く。※2：
WindowsVista®／Windows®7＋F-LINKソフトにて他社PCでも利用が可能。＊PC側のF-LINKソフトについて
はFMWORLD（http://www.fmworld.net/product/phone/flink/）より発売日以降提供予定。

インター
ネット

FOMA®網経由 Wi-Fi接続

ゲーム機で
ネット対戦

パソコンで
ネット・メール
閲覧

※ニンテンドーDSシリーズとは、ニンテンドー3DS/DSi LL/DSi/DS Lite/DSの総称です。＊ご利用にはF-02D（親機）
とFOMAネットワーク間で通信料金がかかります。送受信データの容量が多い場合はパケット通信料が高額になる
恐れがありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。＊アクセスポイント
モードをご利用される際の通信は、「パケ・ホーダイ」「パケ・ホーダイフル」の定額対象外です。＊mopera U等の外
部機器を接続した通信を利用するためのプロバイダとの契約が別途必要となります。＊パケット定額サービスや
mopera Uのサービス内容など詳細についてはドコモホームページをご覧ください。＊アクセスポイントモード利用
中は、音声通話、SMS、エリアメール以外の通信ができなくなります。受信したiモードメールはiモードメールセン
ターに保管されます。＊FOMAのエリア内でご利用いただけます。また通信環境やネットワークの混雑状況によって
はご利用いただけない場合があります。＊動画ストリーミング等のデータ量の大きな通信では、接続できない場合
があります。また、ダウンロードに時間がかかる場合があります。

ワイヤレスで
写真転送 

無線LANルータ 無線LAN対応プリンタ

ウラオモテ
0 0 0 0 0 0 0

年賀

年 賀 は が き

Wi-Fi®
無線LANでネットやゲームもさらに楽しく！
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クーポンなどのお得情報も表示

クーポンありクーポンなし

かざすだけで周辺情報が表示される
AR対応「ロケーションレーダー」
ケータイを街にかざすだけで店舗情報を多彩
なアイコンで表示。「食べログ®」「ぐるなび®」
「ホットペッパー®」との連携でキーワードや口
コミ評価による飲食店の検索が可能です。

温度や湿度を測定して待ち受けに表示
温湿度☀指数チェッカー ＆ 待受コンテンツ
温度・湿度センサーから測定した温度・湿度情報をはじめ、日本気象協会監修の各
種指数やアドバイスなどを表示可能。待受コンテンツにも連動し、温度変化によっ
てキャラクターの表情や服装などが楽しく変わります。
＊「温湿度☀指数チェッカー」のご利用には、別途パケット通信料がか
かります。また、ご利用状況によりパケット通信料が高額になる場合が
ありますので、「パケ・ホーダイダブル」などのパケット定額サービスを
ご利用ください。

場所に応じて自動的に設定を切替
ロケーションマナーサポート
マナーモードやメール自動返信の設定頻度が高い場所を、ケータイ本体が記
憶。次回から自動的に設定切替を行います。 ＊オートGPS利用時のみ有効です。

自分の声をクリアに届ける
スーパーダブルマイク
ノイズキャンセル性能が大幅に向上。自分の声をクリアに届けられます。

相手の声が聞きとりやすい
スーパーはっきりボイス3 ＆ ぴったりボイス
人ごみなどの騒音に対応した「スーパーはっきりボイス3」に加え、歩行中や走行
中の体の揺れなどに合わせ適切な音量制御を行う「ぴったりボイス」を採用。

マラソンランナー高橋尚子監修
高橋尚子のウォーキング／ランニングクリニック※

ウォーキング＆ランニングのフォームを診断し、適切なアドバイスを行います。

プロゴルファー 江連 忠監修
ETGAスウィングレッスン※

ケータイ本体を腰に取り付けてスウィングするだけで、スウィングフォームを測
定可能。プロのアドバイスも表示され、ゴルフの上達をサポートします。
※測定にあたっては、ケータイ本体を所定の位置に正しく装着する必要があります。正確な測定
には、キャリングケース（別売）の利用を推奨します。

歩行距離やカロリーを計測
エクササイズカウンター ＆ ウォーキングチェッカー
ケータイを持ち歩くだけで消費カロリー量や運動強度を計測可能。さらに、ウォ－
キングチェッカーには、歩数計情報と連動する待受FLASHを搭載。

アウトドアなどで活躍
方位磁石
地磁気センサーを利用。電波の届かない所でも方位の測定が可能です。

猫社員

電車やバスに乗ると設定切替を促す
乗り物マナーサポート
電話着信・メール受信後に電車・バス・新幹線に乗車中、マナーモードやメール自
動返信の設定切替を促します。

i アプリ
「温湿度☀指数チェッカー」

やかんくじら

＊記載のアイコンは一部です。＊ご利用には、別途パケット通信料がかかります。また、ご利用状況によりパケット通
信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。

郵便局

スイーツ・
パン

駅

コンビ二

銀行

洋食・
欧風料理

Human Centric
先進のセンサー技術で、生活を便利にサポート
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指一本で認証操作ができる
指紋センサー
防水・防塵対応の指紋センサーを搭載。指紋を登録すること
で、暗証番号（4～8桁）を入力するかわりに指紋で認証操作を
行うことができます。
＊あらかじめ設定が必要です。水滴がついていると、正常に認識しない場合があります。

指定した日時に自動で送信
メール予約送信
あらかじめメールを作成し、日時を指定して予約しておくと、自動で送信します。

撮った写真をすぐに投稿
ブログかんたんアップ
写真撮影後やマイピクチャプレビュー中にブログやSNSなどに写真をかんたん
に投稿することができます。 ＊ブログ投稿先のアドレスは、事前に登録が必要です。

メールがもっと楽しくなる
3000種類の豊富なデコメ絵文字®

デコメ絵文字を3000種類プリインストール。メー
ル作成がもっと楽しくなります。

文字入力を快適にする予測変換機能
「iWnn®」（あいうんぬ）
日本語の予測変換はもちろん、英語の予測変換も可能。
変換候補の絞り込みもかんたんに行えます。また、日付
候補が曜日も含めた候補まで表示できるようになり、さらに
使いやすくなりました。

返信しづらいシーンに便利
メール自動返信
設定中に、指定した相手から電話着信・メール受信が
あると自動的にメールを返信。返信内容は9種類か
ら選択可能です。 ＊電源OFF時や圏外ではご利用いただけません。

※電池アイコンは任意で設定が可能です。 ＊あらかじめシークレット属性の設定が必要です。

ケータイをしっかりと守る
自動キーロック
ケータイを閉じるたびにタッチ操作やキー※をロックできる「クローズロック」と、
画面オフで時間経過するとタッチ操作やキーをロックできる「画面オフロック」の
2つのロック機能を搭載。もちろん、ロック解除は指紋認証に対応しています。

※サイドキーには、ロックがかかりません。＊あらかじめ設定が必要です。

万が一の紛失時にも安心
microSD™パスワード機能
お使いのmicroSDカード（別売）／microSDHCカード（別
売）にパスワードを設定可能。万が一、盗難や紛失などでカー
ドを抜き取られても、他のパソコンやケータイでは読み取れな
いので、大切な個人情報が漏洩する心配がありません。
＊SD規格Version2.00に対応しているmicroSDカード（別売）／microSDHCカード（別売）以外で
は、パスワード設定機能に対応していない場合があります。

ケータイから
取り外しても
ロック

特定の着信やメールだけを非表示に
プライバシーモードⓇ

指定した人物・グループに関するデータをまとめて非表示
にできる安心のセキュリティ機能。指定した人物から新着
メールや不在着信があった場合は、電池アイコン※が切り
替わりさり気なく通知します。さらに、プライバシーモードOFF時の予測変換候
補を学習する／しないを選択することが可能になりました。

＊電源OFF時や圏外ではご利用いただけません。

14時くらいまで
電車で移動中です。
降りたら連絡します。

自動返信

着信をさりげなく
お知らせ

Mail
メールの使いやすさを高める便利機能が満載

Security
充実のセキュリティでプライバシーをしっかり保護
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カラオケ機能対応
うた文字®

カラオケのように再生箇所は色が変わって歌詞表示されます。HDMI®出力で
ハイビジョンテレビに接続すれば、大画面・高音質でカラオケも楽しめます。
＊「うた文字」対応コンテンツのみ利用可能です。別途iモード情報料、パケット通信料がかかります。

カーオーディオで音楽を楽しめる
FMトランスミッタ

録画番組を外出先で楽しめる
ブルーレイディスクレコーダー連携
ブルーレイディスクレコーダー※1に録画した映像を、高画質のまま※2ケータイに
転送して視聴できます。
※1：対応機種については、ドコモHP（http://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/movie_transfer/）
をご覧ください。※2：転送できる映像は最大VGA（640×360）サイズ、30fpsとなります。転送にはFOMA USBケー
ブル（別売）と、microSD™カード（別売）／microSDHC™カード（別売）が必要です。＊映像ビットレート1Mbpsで録
画した番組を16GBのmicroSDHCカード（別売）に転送した場合、合計約30時間分の保存が可能です。

※ステレオイヤホン（別売）接続時のみ利用できます。

臨場感あふれるサウンド
DOLBY® MOBILE
ホームシアターに相当する5.1chサラウンドで、立体的で臨場感の
ある音質を楽しむことができます※。

カーオーディオ

オーディオコンポ

♪♪

♪♪

●アーティスト公式サウンド フル　●iうた★取り放題　●music.jpフル

カラオケ機能対応「うた文字」コンテンツの提供サイト

その他「うた文字」コンテンツの提供サイト

＊2011年10月現在。その他、提供サイト順次追加予定。

●GIGA うたフル　●歌詞ISMモバイル　●マスト買い　 My Sound フル

ヘッドホンやカーオーディオとの連携も
Bluetooth®

ワンセグや音楽を、Bluetooth対応のヘッドホンやカーオーディオで楽しめます。
また、BIP／HDPプロファイルにより、画像転送や健康機器とのデータ送受信も
行えます。

ミュージックプレーヤーやワンセグの音声を、
FM波で送信できます。自動車・自宅のFMラジオ
などで、手軽に臨場感あふれる音が楽しめます。

＊対応プロファイル：HID／DUN／OPP／SPP／HSP／HFP／A2DP／AVRCP／BIP／HDP。＊ワンセグの音声とブルー
レイディスクレコーダー連携で保存した動画は、SCMS-T方式の著作権保護に対応しているA2DP対応Bluetooth機器
でのみ再生できます。＊すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

ホイップアンテナで快適視聴
ワンセグ機能
電波の届きにくい所でも安心なホイップ
アンテナを採用。視聴に便利な機能も豊富
に搭載し、快適にワンセグが楽しめます。

＊ワンセグ放送は、利用環境によってノイズが
入ったり、受信できない場合があります。

多彩なワンセグ機能
◯視聴中に受信エリアが変わるとお知らせする「オートエリア切替」
◯録画データについて、再生する開始位置を指定可能
◯録画先の残容量に応じ、本体またはmicroSDカード（別売）/microSDHCカード（別売）へ自動保存
◯60fpsの4倍速表示にも対応した、なめらかな動画再生
◯他機能と同時利用や、ワンセグを見ながらメールの利用が可能な2画面表示

HDMI マイクロ
プラグ（タイプD）

Audio & Visual
迫力の音と映像をケータイに

フルHDテレビにダイレクト接続
HDMI®出力
HDMIマイクロプラグ（タイプD）に対応したHDMIケーブル（別売）※でフルハイ
ビジョンテレビに接続でき、写真や動画を高画質のまま観賞できます。
※店舗によって取り扱い状況が異なりますので、ご来店前にあらかじめご確認ください。

◯動画／iモーション　
◯静止画　◯iモード　
◯マイコレクション　  
◯ミュージックプレーヤー　
◯スマートブラウザ
◯フルブラウザ　◯PDF
◯ドキュメントビューア

■HDMI出力可能データ
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検索結果を表示調べたい用語を入力 辞書内容を表示

27辞書 ＋ 6小辞典（分野別検索）

広辞苑から会話辞典まで豊富なラインナップ
マルチメディア対応※１本格電子辞書

メール受信や電池残量など各種情報を楽しくお知らせ
フレンドリーメッセージ対応マチキャラ®
特定のマチキャラを設定すると、ケータイの状態を楽しくお知らせします。

※1：マルチメディア辞書データは、同梱のDVDで提供されます。ご利用には、パソコンを使ってDVDからmicroSD™カード
（別売）/microSDHC™カード（別売）に辞書データを保存する必要があります。DVDに収録されている電子辞書をすべて保
存するには、microSDカード（別売）/microSDHCカード（別売）の空き容量が2GB以上あることを推奨します。※2：お買い
上げ時、本体内で一部簡易版（マルチメディアデータ非対応）として提供。同梱のDVDの利用により完全版（マルチメディア
データ対応）となります。

●広辞苑 第六版 DVD-ROM版※2

－広辞苑６小辞典（分野別検索）－ 
慣用句検索／漢字検索／人名検索／
地名検索／作品名検索／季語検索
●リーダーズ英和辞典 第2版※2

◯新和英中辞典 第5版
◯新漢語林MX
◯現代用語の基礎知識2011年版
●みんなで国語辞典② あふれる新語
◯KY式日本語
◯問題な日本語  
◯築地魚河岸ことばの話
◯デイリー日仏英・仏日英辞典

◯デイリー日独英・独日英辞典
◯デイリー日中英・中日英辞典
◯デイリー日西英・西日英辞典
◯デイリー日伊英・伊日英辞典
◯デイリー日韓英・韓日英辞典
◯デイリー日仏英3か国語会話辞典
◯デイリー日独英3か国語会話辞典
◯デイリー日西英3か国語会話辞典
◯デイリー日伊英3か国語会話辞典
◯デイリー日中英3か国語会話辞典
●デイリー日韓英3か国語会話辞典※2

＊●はお買い上げ時に内蔵されています。

メール本文も検索できる
サーチキー ＋ 使いかたガイド
かんたんに使える検索機能で知りたい情報にすばやくアクセスできます。「使い
かたガイド」ではケータイの機能や困ったときの対処も確認できます。

ハイスペックを支える安心の大容量
大容量バッテリー
大容量1000mAhバッテリーを搭載し、より長時間の使用を可能にしました。

電池の消費を抑える
ecoモード（省電力設定）
5キーの長押しでカンタンにecoモードの切替ができます※1。また、電池残量※2

により自動的にecoモードを起動することもできます。
※1：お買い上げ時の設定の場合。※2：20％、40％、60％、80％

リーフロボット バカボンのパパ くーまん
©赤塚不二夫/ぴえろ ©Dora communications

サーチキーで検索できる対象
◯ i モード　◯メール　◯電子辞書　◯地図　◯スマートブラウザ　◯フルブラウザ　
◯電話帳　◯画像サーチ　◯使いかたガイド　○ロケーションレーダー

「標準省電力」で変更される主な項目
○キー確認音OFF　○タッチ操作音OFF
○開閉操作音OFF　○時報OFF

「フル省電力」で変更される主な項目
○タッチパネルOFF　○マチキャラ
○温度・湿度センサー　○モーションセンサー

特定のマチキャラを設定すると、ケータイの状態を楽しくお知らせします。音声ファイルや動画ファイルに対応した本格マルチメディア辞書を搭載。
読み方のわからない漢字も手書き入力でスピーディーに検索できます。

Basic Function
使い勝手を良くする機能が充実

Dictionary
調べものに役立つ、豊富なコンテンツを搭載

フレンドリーメッセージ
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濡れた手でも安心
防水（IPX5※1／IPX8※2）防塵（IP5X※3）対応

水まわりでのワンセグ視聴※4など、濡れた手でも安心して操作ができます。

【ご使用にあたってのご注意】 防水性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。 
●ご使用の際は外部接続端子／HDMI端子キャップやリア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為、異
常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換が必要となります。（有料）●充電をする際には卓上ホルダの使用を推奨します。

※1：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、電話機としての機能を有することを意味します。※2：F-02Dにおいて、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、電話機としての機能を有することを意味します。※3：IP5Xとは、保護度合いを指
し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に電話機の機能を有し、かつ安
全を維持することを意味します。※4：ワンセグ放送は、利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。

自分に合った情報を自動でお届け
iコンシェル®
あなたに合った情報をお届けする「iコンシェル」が、スケジュールを管理したり
備忘録になる「メモ」に対応。「執事」や「コンシェルジュ」のようにお知らせして
くれます。
＊ご利用いただくには、iモードのご契約およびiコンシェルのご契約が必要です（有料サービスです）。＊ご利用には、別途パケット通
信料がかかります。また、ご利用状況によりパケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイダブル」などのパケッ
ト定額サービスをご利用ください。＊所定の設定が必要です。

鳴動開始時間※、着信音などを事前に設定。さらにサイドキー長押し機
能に割り当てをしておけば、暗い夜道や、路上セールスにつかまってし
まった時などにとっさに使用することができます。着信後は自然な会話
を促すガイダンスが流れるので、安心して普段通りに会話ができます。
※鳴動開始時間は「すぐに～３分後に鳴らす」まで選択が可能。

着信時に表示される文字を小さくして周囲の人から内容を見えにくく
します。着信文字とメールテロップの文字の大きさ、背面ディスプレイ
の表示も調節可能。プライバシー情報を守ります。

待ち受け画面から数字キーの組み合わせで、１分～６０分まで分刻みの設
定が可能。電車の乗り過ごし防止や、カップラーメンの待ち時間まで
ちょっとした時に便利です。
〈例〉１０分間で設定
　　待ち受け画面から　数字キー   　　   → 決定キー（クイック） → お知らせタイマー

ちょっと時間を測りたい時に！

お知らせタイマー

時刻や日付に対応した4桁または8桁の数字で、かんたんにスケジュー
ル登録。その場ですぐに登録できるので、大事な約束をうっかり忘れる
ことがありません。
〈例〉1月23日12時34分の場合
　　待ち受け画面から　数字キー 　　　　　　　　　　　　　　  
      → 決定キー（クイック） → クイックスケジュール

大事な約束をすぐに登録！

クイックスケジュール

もしもの場合…とっさに電話をしているフリができます！

イミテーションコール

小さい文字表示で安心!

着信ひかえめ設定

Waterproof さまざまなシーンで利用できる防水性能

Service 充実のサービス

ケータイ便利機能
細部にまで配慮の行き届いた
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便利で楽しいコンテンツが満載
dマーケット

プリインストールiアプリ
ゲームをはじめ話題のアプリを豊富にプリインストール。
＊すべてのコンテンツをお楽しみいただくにはアップグレードが必要な場合があります。
アップグレードにはiモード情報料および外部メモリー[microSD™カード（別売）／
microSDHC™カード（別売）]が必要な場合があります。＊各ゲームをご利用いただくには
「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。

FOMA ACアダプタ
FOMA DCアダプタ

FOMA／3G
GSM
FOMA／3G
GSM

約111×50×13.9mm（最厚部約18.3mm）
約130g（電池パック装着時）
約680時間
約320時間
音声通話：約260分／テレビ電話：約100分
約300分
約3.4インチ  TFTカラー液晶 フルワイドVGA（480×854ドット） 約1677万色
◯（静止画、動画、待受画面、iアプリ）
約1.4インチ（64×176ドット）
有効約1630万画素CMOS
約300分
約130分
約130分

主な仕様

※1：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。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。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、待受・通話（通信）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
と待受・通話（通信）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アプリの実行や、取得したiモーション（音楽データ含む）の再生、ワンセグ視聴などを行っ
ても待受・通話（通信）時間は短くなります。※2：ワンセグなど一部3D非対応となります。※3：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。 

ドコモminiUIM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miniUIMカードは、対応機種以外ではご利用いただけないほか、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等の一部がご利用いただけなくなる場合があります。
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外形寸法（H×W×D）
質量

連続待受時間※1

連続通話時間※1

ディスプレイ
3D表示※2

背面ディスプレイ
カメラ
ワンセグ視聴時間

充電時間※3　　

※1：防水・防塵性能に関しては、P22をご覧ください。※2：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

ドコモサービス／機能対応表 対応「◯」、非対応「ー」

おサイフケータイ

WORLD WING
  （3G＋GSM） Bluetooth※3 エリアメール® タッチパネル GPS

ドコモ地図ナビ Wi-Fi

iコンシェル
/（メモ対応）

防水※1 防塵※1 赤外線 ワンセグ
HIGH-SPEED※2
7.2Mbps(受信)/
5.7Mbps(送信)

○ IPX5/IPX8 IP5X ○ ○ ○/○

○ ○ ○ ○ ○ ○/○

○ ○

3つのストアからお好きなコンテンツを、1曲・1話からドコモケータイ払い※1で
購入、ドコモポイント※2と交換することもできます。
※1：携帯電話料金のお支払い状況などによっては、「ドコモ ケータイ払い」をご利用いただけない場合があります。※2：ドコモプレミ
アクラブ会員限定で、全ストア合計で毎月500ポイントまでドコモポイントとの交換によりご利用いただけます（一部コンテンツを除
く）。＊dマーケット（iモード®）は、ご利用頻度などにより、パケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ® ダブル」
などのパケット定額サービスのご契約をおすすめします（コンテンツによってはパケット定額サービスのご契約が必要となる場合が
あります）。「パケ・ホーダイ ダブル」などをご契約の場合、少数回のご利用であっても上限額に達する場合があります。＊機種によりご
利用いただけるコンテンツが異なる場合があります。詳しくは、各コンテンツ紹介ページなどでご確認ください。

最新情報をキャッチ
iチャネル®

※動画のご利用にはパケット定額サービスのご契約が必要です。

ニュースや天気、芸能・スポーツなどの情報をお届け！待受画面のウィジェットで
最新情報を表示！ さらに、動画※も楽しめます。

「現在地の地図」「周辺のお店や施設検索」「ナビゲーション」「ドライブ情報」
「乗換案内」などさまざまな情報をカーナビのように表示。「ドライブ情報」は、渋滞
情報／オービス情報／ETC割引／駐車場の満車・空車情報まで完備しています。
＊ナビゲーション機能や乗換案内機能などをご利用の場合は、iモードのご契約およびドコモ地図ナビのご契約が必要です（有料サー
ビス）。＊機種や地図アプリのバージョンによって、表示される画面および利用できる機能が異なります。＊GPSによるナビゲーション機
能を利用する場合、パケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用
ください。「パケ・ホーダイ ダブル」ご契約の場合、少数回のご利用であっても上限額に達する場合があります。＊トンネル内など見晴ら
しの悪い場所では位置が確認できない場合があります。＊自動車などを運転中は、大変危険を伴いますので携帯電話を操作しないで
ください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。＊海外ではご利用になれません。

ケータイがカーナビのように道案内
ドコモ地図ナビ™「地図アプリ」

の混雑状況に応じて変化します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbps通信とな
る場合があります。FOMAエリア内でのFOMAハイスピードエリア外においては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。
※3：Bluetoothに関しては、P18をご覧ください。
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Service



□□□□□□□□□
●本カタログは、ドコモminiUIMカードをご使用の場合で記載しています。●音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権そ
の他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、microSDカード（別売）/microSDHCカード（別売）に保存した音楽データは、PCなどの他の媒体にコピーまたは移動しないでください。
●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プラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。●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。●お客様ご自身でFOMA本体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。万が一、登録された内容が消失し
てしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●お客様ご購入時の「国際ローミング設定」は、国内および海外の3G／GSMエリアで使用可能な「自
動」設定です。ご利用環境によっては「3G」設定よりも連続待受時間が短くなる場合がありますので、国内のみで使用される場合は、「3G」に設定変更することをお勧めします。●FOMA本体、ドコ
モminiUIMカード（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。●外部メモリー（microSDカード
/microSDHCカード）はすべての動作を保証するものではありません。●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。

◎「docomo STYLE series」「FOMA」「iモード」「iモーション」「iアプリ」「DCMX」「iD」「Music & Videoチャネル」「おサイフケータイ」「iコンシェル」「iウィジェット」「WORLDWING」「デコメ」「デコメール」「デコメ絵
文字」「マチキャラ」「iBodymo」「iメロディ」「dマーケット」「声の宅配便」「ドコモ地図ナビ」「iチャネル」「エリアメール」「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」「ケータイお探しサービス」「あんしんミッ
ション」「パケ・ホーダイ」「パケ・ホーダイフル」「パケ・ホーダイダブル」「トルカ」「ひつじのしつじくん」はNTTドコモの商標または登録商標です。◎HDMIおよびHDMIロゴはHDMILicensingLLCの商標または
登録商標です。◎Wi-Fi®、Wi-FiAlliance®、Wi-FiロゴおよびWi-FiCERTIFIEDロゴはWi-FiAllianceの登録商標です。◎Wi-FiCERTIFIED™、WPA™およびWi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Allianceの商標です。◎
microSD、microSDHCおよびmicroSDロゴはSD-3C,LLCの商標です。◎「Exmor」はソニー株式会社の登録商標です。◎AOSS™は株式会社バッファローの商標です。◎「Colorio」はセイコーエプソン株式会社
の登録商標です。◎ニンテンドーDSは任天堂の登録商標です。◎ニンテンドー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。◎「食べログ」は株式会社カカクコムの登録商標です。©Kakaku.com, 
Inc.All Rights Reserved.◎「ぐるなび」は株式会社ぐるなびの登録商標です。©2002 GOURMET NAVIGATOR INC.◎「ホットペッパー」は株式会社リクルートの登録商標です。©RECRUIT◎「Dolby」「ドルビー」
およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。◎Blu-rayDiscは商標です。◎Bluetoothとそのロゴマークは、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。◎文字変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。iWnn©OMRON 
SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.◎Google は、Google Inc.の商標または登録商標です。◎IrSimple™は、Infrared Association®の商標です。◎ズーキーパーは株式会社KITERETSUの商標
または登録商標です。◎「くーまん」は株式会社ドラコミュニケーションズの登録商標です。◎「Milbeaut」「ミルビュー」は、富士通セミコンダクター株式会社の登録商標です。◎「サクサクタッチパネル」「サーチ
ミーフォーカス」「プライバシーモード」「うた文字」「らくがき盛りフォト」は富士通株式会社の商標または登録商標です。◎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。◎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。◎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。◎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。

ご利用にあたってのご注意

ケータイ補償
お届けサービス

ケータイお探し
サービス™

ケータイデータ
お預かりサービス おまかせロック®

●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。

指紋認証の特性とご注意

F-02Dが使用する周波数帯は、本体の電池パック挿入部に記載されています。
①2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。　②FH：変調方式がFH-SS方式であることを示します。
③1：想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。④　　　　　  ：2400MHz～2483.5MHzの
全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

2.4 FH 1
①   ② ③

④
【Bluetooth機器使用上の注意事項】本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体
識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運
用されていないことを確認してください。 2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けて
ください。3.その他、ご不明な点につきましては、次の連絡先へお問い合わせください。ドコモ総合問い合わせ先：      　0120-800-000 ＊携帯電話、PHSからもご利用になれます。

Bluetoothの周波数帯について

【F-02D 本体付属品】　◯電池パック F22　◯リアカバー F64　◯卓上ホルダ F33※1　◯取扱説明書 F-02D　◯電子辞書データDVD（試供品）
【F-02D オプション】　◯ワイヤレスイヤホンセット P01／02　◯Bluetoothヘッドセット F01　◯Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01　　
◯キャリングケースL 01　◯キャリングケースS01　◯キャリングケース02　◯FOMA AC アダプタ 01（F）／02※2　◯FOMA DC アダプタ 02
◯車載ハンズフリーキット 01※3　◯FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01　◯車内ホルダ 01　◯FOMA USB接続ケーブル※4

◯FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※4　◯外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01　◯イヤホンマイク 01　◯ステレオイヤホンマイク 01
◯イヤホン変換アダプタ 01　◯FOMA 補助充電アダプタ 02　◯マイク付リモコン F01※5　◯平型ステレオイヤホンセット P01※5　
◯平型スイッチ付イヤホンマイク P01※5／P02※5　◯骨伝導レシーバマイク 01※5／02※5　◯イヤホンジャック変換アダプタ P001※5　
◯イヤホンターミナル P001※6　◯スイッチ付イヤホンマイク P001※6／P002※6　◯ステレオイヤホンセット P001※6　
◯FOMA 室内用補助アンテナ※7　◯FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※7　◯FOMA ecoソーラーパネル 01

◎店舗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。※1：卓上ホルダは非防水です。 ※2：海外で使用する場合は、
渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。 ※3：端末を充電するには、FOMA 車載ハンズ
フリー接続ケーブル 01が必要です。 ※4：USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。 ※5：端末と接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 
01が必要です。 ※6：端末と接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。 ※7：日本国内で使用してください。

オプション

テレビ電話・ i モード関連機能
●スマートブラウザ　●テレビ電話：ズーム（最大16倍）　●キャラ電®　● iメロディ®（最大500件※1）　● iアプリ（最大100件※1）
●iモーション（50Mi対応）　●Bookmark（iモード、フルブラウザ合計最大200件※1）　
●画面メモ（iモード、フルブラウザ、スマートブラウザ合計最大400件※1）

メール関連機能
●受信メール（最大2500件※1※2）　●送信メール（最大500件※1※2）　●同報送信（最大50アドレス）　●デコメール®　
●デコメ絵文字®プリインストール（3000種類）　●デコメアニメ®テンプレートプリインストール（50種類）

カメラ関連機能
●画質：静止画撮影3種類・動画撮影4種類　●静止画自動連続撮影（7枚）　●静止画ファイル形式（JPEG、MPO）　●動画ファイル形式（MP4）
●動画フレームレート（最大120fps）　●デジタルズーム：静止画撮影（32段階最大約39.4倍）・動画撮影（32段階最大約16倍）　
●広角28㎜レンズ　●オートフォーカス（静止画、動画）　●手ぶれ補正（静止画、動画）　●接写　●顔検出（顔優先AF、個人認識）　
●フレーム付き撮影　●シーンモード（静止画11種類、動画5種類）　●フォトライト　●フラッシュ

その他の機能
●電話帳：F-02D本体（最大2000件※1［5番号5アドレス］）　●GPS（オートGPS対応）　●高速赤外線通信（IrSimple™／IrSS™対応）　●iC通信　
●PDFビューア・ドキュメントビューア※3　●オートローテーション　●電池残量パーセント表示　●ウォーキングチェッカー　
●エクササイズカウンター　●パルスチェッカー　●マチキャラ（プリインストール6種類）　●プライバシービュー　●きせかえツール　　
●スケジュール（2600件※1）　●電卓　●自動時刻時差補正　●音声認識（音声メール入力、音声クイック起動、しゃべって検索）
●外部メモリー※4（microSD™カード［2GBまで対応］／microSDHC™カード［32GBまで対応］）　●iチャネル®　●iウィジェット®　●2in1®
●親子モード　●トルカ®　●通話料金上限通知　●マルチアクセス　●マルチタスク　●FOMAプラスエリア　●エリアメール®　

Wi-Fi®機能
●WLAN方式：IEEE802.11b/g/n準拠　●セキュリティ：WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK／WPA2-PSK、WEP、TKIP、CCMP（AES）　●ホームメディア

※1：データ容量により変わります。 ※2：iモードメールとSMSの合計件数。 ※3：ファイルによって表示できない場合があります。 ※4：外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。

主な機能

富士通公式 i モードサイトアクセス方法（2011年10月現在）

＊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。［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〉］＊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。

TEL 03-3200-3166富士通株式会社 モバイルフォン事業本部
【F-02Dの操作および本カタログのお問い合わせ先】

＊アクセス方法は予告なしに変更されることがあります。

メニュー
リスト

ケータイ電話
メーカー

@Fケータイ
応援団

＊iモードサイト「@Fケータイ応援団」のご利用にはiモード契約の他にパケット通信料がかかります。

総合お問い合わせ 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

0120-800-000
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。 ＊番号をよくお確かめの上、おかけください。

受付時間
午前9：00～午後8：00（年中無休）

ドコモの携帯電話からの場合

（局番なし） 1   5    1   （無料）
＊一般電話などからはご利用になれません。

電話帳／メール／写真などのデータをケータイからPCに読み込むことができる
ソフトです。F-02DとPCをUSB接続ケーブル（別売）で接続して利用できます。
＊詳細についてはhttp://datalink.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

データリンクソフト「ドコモケータイdatalink」に対応

このカタログには森林認証紙（認証no.C007665）、植物油インキを使用しています。

本チラシの内容は2011年10月現在のものです
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圧巻の全部入り
ハイスペックスリム防水ケータイ！
充実機能満載！ 圧巻の全部入り

ハイスペックスリム防水ケータイ！
充実機能満載！
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