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［サーチキー］［フルブラウザ］ ［5.2Mカメラ］［タッチパネル］ ［ワンセグ］

世界初※！ ラウンドタッチパネル搭載の
スライドケータイ誕生。

［Bluetooth®］

多彩な機能を搭載

＊画像はイメージです。01 02

操作性に優れた曲面タッチパネルと、

手に馴染むラウンドフォルムを両立させた

まったく新しいスライドケータイ、

docomo PRIME ser ies  F-03A。

進化した使いやすさと、美しいデザインが

ケータイの新スタイルを実現します。

※携帯電話において。2008年12月現在。富士通調べ。



メインディスプレイには、迫力の約

3.2インチの大画面液晶を搭載。先進

的な全画面調デザインで、ワンセグ

も色鮮やかに視聴できます。

 ■ 約3.2インチ大画面

心地よい操作性が楽しめるスライ

ドスタイル。スライドする幅が大き

いので、キー操作も使いやすい形

状です。

 ■ スライドスタイル

タッチパネルをラウンド形状にし

たことで、優れたデザイン性と操作

性を両立。従来のスライドモデルに

はない美しさと使いやすさです。

 ■ ラウンドフォルム

DESIGN

＊画像はイメージです。03 04



ホワイト

ブラック

ゴールド

DESIGN

輝度をアップしたことにより、さらに美し

く7色に光ります。

■ レインボーキーイルミ

■ カラーバリエーション
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ライチ

グレープ

ストロベリー

マンゴー

キーウィフルーツ

ラムネ

ブルーベリー

＊光り方はイメージです。
＊ブラックは文字照光、ホワイトとゴールドは面照光になります。

＊画像はイメージです。



画面にタッチするとタッチセレクターが起動し、待受Menuが表示されます

■ 閉じたまま使えるタッチセレクター

不在着信や未読メールなどの新着情報を、閉じたまま確認することができま

す。さらに、画面にタッチするだけで、待受画面から確認できる情報がリスト

アップされます。確認したい情報は、タッチセレクターで選択するだけでチェッ

クできます。

タテ画面の状態で画面をタッチすると、タッチ

セレクターが表示されます。タッチセレクター

をクルクルと回転させるだけで、さまざまな機

能を選択可能。スマートな操作性を実現しまし

た。また、操作ロックキーを採用しているので、

タッチパネルの誤操作を防げます。

■ 新着情報も待受Menuで閉じたまま確認

＊画像はイメージです。07 08

待受Men u起動機能一覧

・電話帳

・ワンセグ視聴

・留守番電話

・着信履歴

・フルブラウザ

・メール

・リダイヤル

・不在着信

・トルカ

・カメラ

・伝言メモ

・iアプリコール　

＊タッチセレクターは、F-03Aを閉じた場合（iアプリ®・iウィジェット®・iコンシェル®の実行中を除く）のみ起動します。
また、F-03Aを閉じた状態で待受Menuを利用する場合も起動します。

T OUCH PANEL



モーションセンサーを活かし、ケータイを左に

倒すと全画面、タテに戻すとタテ画面レイアウ

トになるオートローテーションに対応しまし

た。ケータイを左に傾けるだけの簡単操作で、

ワンセグやフルブラウザを自在に楽しめます。

■ オートローテーション対応

■ 約3.2インチフルワイドVGA

録画データの巻き戻し（低速／中速／高速）や、早送り（低速／中速／高速）は

もちろん、前回最後まで再生せずに終了したデータを選択すると、続きからの

視聴を楽しめます。また、録画データの早見再生（1.3倍速）も可能です。

■ 便利な録画データ再生

Bluetooth対応オーディオ機器（市販品）とF-03AをBluetooth接続すると、高

音質なステレオサウンドをワイヤレスで再生できます。さらに、ハンズフリー機

器などと連携すれば、カバンやポケットに入れたまま通話も可能です。

■ ワンセグや音楽を楽しめるBluetooth対応

【原寸画面】フルワイドVGA（480×960ドット）

＊画像はイメージです。09 10

D ISPLAY&1 SEG

約3.2インチの大画面液晶に、画面の縦横比が2:1のフルワイドVGAを採用し

ました。これまで以上の見やすさを実現し、高精細でワンセグを楽しむことが

できます。

3.2inch

オートローテーション対応機能一覧

・ワンセグ視聴中　・ワンセグビデオ再生中　・フルブラウザ画面表示中

・動画／iモーション®再生中　・PDFデータ表示中　・マイピクチャ

・その他（Word、Exce l、PowerPointのファイル）表示中



指のスライドに合わせて、画面をスクロールすることができます。また、サイト

上のタッチしにくい小さなリンクなどは、ダブルタッチすることで一時拡大して

から選択することが可能です。

F-03Aのサイドに配置されているサーチキーをプッシュし、気になるワードを入力

するだけで、さまざまな検索を手軽に行えます。また、他機能が起動中でもクイッ

ク検索ウィンドウを呼び出すことができるので、いつでもどこでも検索可能です。

■ 知りたい情報を簡単に検索できるサーチキー■ フルブラウザもタッチ＆センサーで快適閲覧

F-03Aのスクロール操作は、指のスライドだけではありません。プッシュトーク

キーを押しながらケータイを傾けるだけで、傾きに応じたスピードでスクロー

ル操作が行えます。情報の多いPC向けサイト閲覧時に便利です。

■ モーションスクロールで、大容量情報も快適に閲覧可能

■ 受信最大7.2Mbps※のFOMAハイスピード対応

ダブルタッチで画面を一時拡大 サイトアクセス時画面 指のスライドに応じてスクロール

さまざまなサイトを、受信最大7.2Mbps

の高速パケット通信で楽しめます。
※FOMA®ハイスピードエリアではベストエフォート方式によ
る提供となり、最大7.2Mbpsの通信速度とは、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。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑
状況に応じて変化します。

◯ iモード®、Web、電話帳、地図など、多彩なジャンルの検索が可能

検索ジャンルは、ネット検索とデータ検索の2種類。ネット検索では「iモード」

「Web」「地図」の検索が行え、データ検索では「電話帳」「メール」「辞典」の検索が

行えます。また、好評のメールのフリーワード検索も継承しました。

F ULL BROWSER

11 12 ＊画像はイメージです。

サーチキーを押す

PUSH



最大32段階約16倍のデジタルズームや、自動手ぶれ補正、自動歪み補正など、

多彩な機能を備えた有効約520万画素カメラを搭載しました。さまざまなシーン

で活用できます。

■ 多彩な機能を備えた有効約520万画素カメラ

■ 撮影時の縦横自動判別機能※「キープアングル」

ピントを合わせたい人物にタッチするだけで、フォーカスを指定することがで

き、フォーカスが合うと自動でシャッターがおります。さらに、顔検出※2と露出補

正、局所コントラスト補正により逆光時でも表情が明るくはっきり写ります。
※1：お買い上げ時はONになっています。※2：最大10名まで検出します。＊撮影画面は3.4M撮影時のものです。

光量が不足している場所でも、手ぶれ、被写体ぶれを最小限に抑えるISO1600

対応の高感度モードを搭載しました。薄暗い場所でも明るくきれいに撮影する

ことができます。

■ 自動でシャッターがおりるダイレクトタッチAF※1

■ 最高ISO1600対応の高感度モード搭載

オートモード 高感度モード

＊画像はイメージです。13 14

C AMERA

画面上の静止画をタッチし、それを左右にスライドさせるだけで、次の静止画を表

示させることができます。直感的な操作で、静止画を閲覧できます。

■ アルバムをめくるように閲覧できる静止画ビューア

撮影時のF-03Aの傾きに合わせて、保存される静止画の縦長／横長および天

地が自動的に切り替わります。ベストな状態で静止画を保存することが可能に

なりました。
※静止画詳細設定の自動縦横判定が「ON」のときのみ切り替えられます。



■ 賢い文字変換ATOK®

一定時間ケータイを無操作状態にして

いると、自動でロックが起動。万一の置き

忘れ時も安心です。また、置き忘れセン

サーを「ON」にすると、設定時間が経過

するまでに無操作だった場合とF-03A本

体の動きがない状態を検知してからロッ

クをかける高度なセキュリティを実現し

ています。
＊お買い上げ時はOFFになっています。

■ 置き忘れセンサー付きオートキーロック

プライバシーモードとは、指定人物やグ

ループに関する情報（電話帳や着信、送

受信メールなど）をワンアクションで非表

示にできる安心機能。シークレット属性

設定者から新着があった場合は、あらか

じめ設定してある電池アイコンに切り替

わってお知らせします。
＊あらかじめ設定が必要です。

■ 大切な情報を守る、プライバシーモード®

専用のロックキーを長押しするだけで、F-03Aの操作をロック※1することが可

能です。開けてすぐに解除※2できるうえ、待受画面の状態以外からでも操作

ロックがかけられるので、さまざまなシーンで活用できます。
※1：ロックキーはロックされません。

※2：設定によっては暗証番号入力が必要な場合があります。

■ 操作を簡単にロックできる操作ロック

F -01Aで好評のインライン入

力を継承したことにより、メー

ル本文の作成中でも、そのま

ま文字入力していくことがで

きるようになりました。これま

で以上にスマートにメール作

成を行えます。

■ メール本文に直接文字入力が可能

従来機（F906i） F-03A

快適な文字入力をサポートするATOKを継承。ひとつのボタンで

カナ・英・数を切り替えられたり、同音異義語を変換し分けたりと

便利です。また、「あした」と入力すると、次の日の日付が候補選択

に表示されます。

一定時間経つと自動でロック

プライバシーモード新着表示

＊画像はイメージです。15 16

M AIL SECURIT Y

◯ 明日の日付を入力したい場合（今日が3月21日の場合）

「あした」と入力

★「あした」の他、「あさって」、「きのう」、「おととい（おとつい）」でも日付変換できます。

「3/22」、「3月22日」、「3月
22（日）」が候補に表示



■ 相手の声がはっきり聞こえる
スーパーはっきりボイス2

周囲の騒音を感知すると、相手

の声を音域ごとに最適な音量

に細かく調整するスーパー

はっきりボイス2を継承。自然

な聞こえ方で、相手の声がはっ

きりと伝わります。

■ 便利なスライド編集モード

■ 健康に役立つウォーキングチェッカー

■ 簡単操作で登録できるクイックスケジュール

待受画面の状態から、時刻や日付に対応する4桁もしくは8桁の数字を押す

だけで、スケジュールを登録できます。

■ 電池消耗を抑えたいときに便利な省電力設定

画面の明るさや、イルミネーションをまとめてOFFに設定することができま

す。電池残量が少なくなってきたときなどに、便利です。

B ASIC FUNCTION

＊画像はイメージです。17 18

相手の声がより
聞き取りやすく

通話相手 自　分

2

◯ 3月23日10時30分にスケジュールを登録したい場合

0 3 2 3 1 0 3 0

富士通iモードサイト「＠Fケータイ応援団」で仮想の歩き旅が楽しめます

【詳しくはサイトにアクセス！（2008年12月現在）】

好評のウォーキングチェッカー（歩

数計）をF-03Aにも搭載しました。

さらに歩数情報と連動した待受

Flash®画像※やiアプリコンテンツ

も活用できるなど、楽しい魅力も満

載です。楽しみながら健康づくりを

行えます。
※プリインストール待受画面「ウォーキング×フラワー」

Menu 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

受信メールを閲覧中に、スライド

を閉じた状態からスライドを

オープンさせるだけで返信用画

面に遷移します。これまでのよう

に、返信ボタンを押す必要がな

いので、よりスムーズに返信メー

ルを作成できます。また、メール

以外にも、スケジュールやテキス

トメモへの登録も、スライドを活

用することで一連の操作をス

ムーズに行えます。 受信メール

日時入力 編集画面

返信用画面

スライドオープン



■ 通信が楽しいiアプリオンライン

■ よく使うコンテンツ
    すぐに呼び出せるiウィジェット®

iコンシェルとは、待受画面上のキャラクター

（マチキャラ®※）が鉄道運行・道路交通・気

象・イベントなどの役立つ情報（インフォメー

ション）をお届けするサービスです。ケータイ

がまるで「執事」のように趣味嗜好に合わせ

た情報をお届けしてくれます。
※あらかじめ設定が必要です。
＊別途お申し込みが必要な有料サービスです。

毎日のライフスタイルに合わせて自由にカス

タマイズできるライフスタイル設定に対応しま

した。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。

■ 自在にカスタマイズできるライフスタイル設定

■ 役立つ情報が届くiコンシェル®

■ USB2.0  H igh  Speed対応

iウィジェットとは、電卓や時計、株価情報など頻繁に利用するコンテンツ（ウィ

ジェットアプリ）にiウィジェットボタン１つでアクセスできる便利な機能です。
＊iウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。
＊ウィジェットアプリをダウンロードする場合や、ウィジェット画面を表示する場合などは、別途パケット通信料がかかります。

＊画像はイメージです。19 20

B ASIC FUNCTION

ひつじの
しつじくん®

リーフ
ロボット

F-03Aは、USB2 .0 High Speedに対応。PCとの接続による大容量ファイルの

高速ダウンロードや、USBメモリとの接続による音楽データの高速転送を実現

しました。

複数人でリアルタイムにオンライン通信が可能なiアプリ®です。電話帳と連動

し、簡単に呼び出し招集が行えるiアプリコール®機能も付いています。

iコンシェル®

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

iウィジェット® iアプリ
オンライン

緊急速報
「エリアメール®」

Music & Video
チャネル®

HIGH-SPEED
7.2Mbps

WORLD WING®
（3G＋GSM）

ワンセグ DCMX® iD™ 2in1®

ビデオクリップ FLV ポケットU

GPS デコメアニメ®

■ドコモ サービス／機能対応表 対応「◯」、非対応「×」
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■電池パック F10※1　■リアカバー F35　■卓上ホルダ F29　■FOMA USB接続ケーブル※2　■Bluetoothヘッドセット F01

■Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01　■ワイヤレスイヤホンセット P01

■FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01※2／ 02※2　■FOMA ACアダプタ 01／ 02※3　■FOMA 乾電池アダプタ 01　

■FOMA 補助充電アダプタ 01　■イヤホンターミナル P001※5　■平型スイッチ付イヤホンマイク P01／P02※4　

■イヤホンジャック変換アダプタ P001※4　■外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01　

■スイッチ付イヤホンマイク P001／P002※5　■平型ステレオイヤホンセット P01※4　■ステレオイヤホンセット P001※5

■ワイヤレスイヤホンセット02　■FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※3　■FOMA 室内用補助アンテナ※6　

■FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※6　■キャリングケースL 01　■骨伝導レシーバマイク 01※4　

■FOMA DCアダプタ 01／02　■車載ハンズフリーキット 01※7　■車内ホルダ 01　■FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01

オプション

プリインストール iアプリ

◎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：電池パック F10は本体付属品です。 ※2：USB HUBを使用す
ると、正常に動作しない場合があります。 ※3：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。 ※4：ご利用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。 ※5：ご利用にはイヤホンジャック変換アダプタ P001および外部接続端子用
イヤホン変換アダプタ 01が必要です。 ※6：日本国内で使用ください。 ※7：ご利用にはFOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

FOMA ACアダプタ

FOMA DCアダプタ

外側

内側

FOMA／3G

GSM

FOMA／3G

GSM

約114×51×19.5mm（スライド閉時）

約142g（電池パック装着時）

静止時（自動）：約620時間／移動時（自動）：約340時間・（3G固定）：約360時間

静止時（自動）：約310時間

音声通話：約230分／テレビ電話：約120分

約220分

約3.2インチ TFTカラー液晶　

フルワイドVGA（480×960ドット）1,677万色

有効約520万画素CMOS

有効約32万画素CMOS

約310分（Ecoモード約360分）

約150分

約150分

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

カメラ

ワンセグ視聴時間

充電時間　
　

主な仕様

S PEC

Bluetoothの周波数帯について

F-03Aが使用する周波数帯は、端末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。

■ウォーキングチェッカー　

■地図アプリ　

■日英版しゃべって翻訳 for F　

■日中版しゃべって翻訳 for F　

■ケータイ脳力ストレッチング２

■マクドナルド トクするアプリ

■モバイルスポーツ大全 

■ロジックパズル F　

■モバイルGoogleマップ　

■モバイルSuica登録用iアプリ　

■楽オク☆アプリ

■DCMXクレジットアプリ　

■FOMA通信環境確認アプリ　

■Gガイド番組表リモコン　

■iアバターメーカー　

■iアプリバンキング　

■iD 設定アプリ

■iWウォッチ　

■Start! iウィジェット　

■株価アプリ　

■Googleモバイル　

ケータイ脳力ストレッチング２

主な機能

■テレビ電話・iモード関連機能

●FOMAハイスピード　●テレビ電話：ズーム（最大16倍）　●キャラ電®　●iメロディ®ダウンロード（最大500件※2）　
●iアプリ®ダウンロード（最大100件※2）　●iモーション（最大200件※2）　●Bookmark（iモード100件／フルブラウザ100件）　
●画面メモ（最大100件※2）

■メール関連機能

●受信メール（最大1000件※2※3）　●送信メール（最大500件※2※3）　●同報送信（最大5アドレス）　●デコメール®　
●デコメ®絵文字プリインストール（1000件）　●デコメアニメテンプレート（50件）　●デコメアニメプリインストール（50件）

■カメラ関連機能

●デジタルズーム：静止画撮影（最大32段階約16倍）・動画撮影（最大8段階約16倍）　●オートフォーカス（静止画撮影のみ）　
●フォトライト　●手ぶれ補正　●歪み補正　●接写　●バーコードリーダー　●画質：静止画撮影3種類・動画撮影4種類　
●連続撮影※4（2～9枚）　●静止画編集　●静止画ファイル形式（JPEG）　●フレームレート（最大30fps）　
●動画撮影サイズ（QCIF、QVGA、VGA）　●動画ファイル形式（MP4）　●動画切り出し　
●フォルダ（最大100件[動画は最大10件]）　●フレーム付き撮影

■その他の機能

●電話帳：F-03A本体（最大1000件※2[5番号5アドレス]・FOMAカード（最大50件[1番号1アドレス]）　●スーパーはっきりボイス2　
●フルブラウザ（FLASH：最大1MB）対応　●直感ゲーム®　●PDF対応ビューア　●WORLD WING（3G＋GSM）　
●きせかえツール（VIVID UI™）　●外部メモリ（microSDHC™カード[別売]）　●着モーション®　●着もじ®　
●赤外線通信／iC通信　●Bluetooth　●待受ショートカット　●ウォーキングチェッカー　●iチャネル®　●プッシュトーク　
●自動時刻時差補正　●GPS　●音声通話／テレビ電話切替　●ドキュメントビューア（Word・Excel・PowerPoint対応※5）　
●FOMAプラスエリア　●トルカ®　●2in1　●ビデオクリップ　●iコンシェル　●iCお引っこしサービス
●マチキャラ（プリインストールマチキャラ：ひつじのしつじくん、リーフロボット、リーフロボット[スペシャル]）　

※1：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通話（通信）・待受時間は
短くなります。※2：データ容量により変わります。※3：iモードメールとSMSの合計件数。※4：撮影した静止画は画像一覧では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。※5：Word2007、Excel2007、PowerPoint2007のファイルは表示できません。



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-03A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

お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉 ＊番号をよくお確かめのうえおかけください。

＊一般電話からは
ご利用できません。（局番なし）

　ドコモの携帯電話からの場合

151（無料）
　一般電話などからの場合

0120-800-000 ＊携帯電話、PHSからも
ご利用になれます。

ご利用にあたってのご注意

●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。●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。●日本国内ではドコモのFOMAネットワーク以外ではご利用できません。●お客様ご購入時の「国際ローミング設定」は、国内及び海外の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。●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 PRIME series」「FOMA／フォーマ」「iモード」「iモーション」「WORLD WING／ワールドウィング」「DCMX」「iD」「iメロディ」「おサイフケータイ」「2in1」「うた・ホーダ
イ」「Music&Videoチャネル」「直感ゲーム」「きせかえツール」「デコメ」「デコメール」「デコメアニメ」「iチャネル」「着もじ」「着モーション」「iコンシェル」「iウィジェット」「ひつじのし
つじくん」「マチキャラ」「iアプリコール」「エリアメール」「あんしんミッション」「ケータイお探しサービス」「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」および「HIGH SPEED」ロゴ、
「あんしんミッション」ロゴ、「ケータイお探し」ロゴ、「電話帳お預かり」ロゴ、「おまかせロック」ロゴ、「ドコモケータイdatalink」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。◎
microSDHCはSDアソシエーションの商標です。　　　◎Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。本カタログでは、Excel、Wordのよう
に表記している場合があります。◎PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。◎Bluetoothとそのロゴマークは、
Bluetooth SIG, INCの商標で、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。◎Flash、Flash LiteおよびReaderは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ
社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。◎「着うたフル」「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。◎「Gガイド番組
表」は、米Gemster-TV Guide International, Inc.およびその関係会社の日本国内における登録商標です。◎Google、モバイルGoogle マップは、 Google,Inc. の登録商標です。
◎ｉアバターは、株式会社ディーツー コミュニケーションズの商標です。◎アバターメーカーは、株式会社アクロディアの商標です。◎「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録
商標です。◎「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。◎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。◎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。◎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。◎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。

TEL 03-3200-3166富士通株式会社 モバイルフォン事業本部
＊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〉］
2008年12月現在　MB1219

【F-03Aの操作および本カタログのお問い合わせ先】

本カタログは、
森林認証紙および
大豆油インキを
使用しております。

便利な
「電話帳お預かりサービス®」

万一の紛失にも安心の
「ケータイお探しサービス™」

安心の
「おまかせロック®」


