


多彩な機能を備えた、
本格的な高画質カメラを搭載。
docomo SMART series  F-03B debut!

多彩な機能を備えた、
本格的な高画質カメラを搭載。
docomo SMART series  F-03B debut!

 ＊画像はイメージです。　21　＊画像はイメージです。

有効画素数
約1220万画素カメラ

サーチミーフォーカス
（個人認識撮影機能）

高感度撮影
最大ISO25600相当※2 トラッキングフォーカス

画像処理エンジン
「Milbeaut®Mobile」

自動シーン認識

広角28mmレンズ スーパーデジタル
ズーム※3

スマイルファインダー ホワイトボード
撮影モード

※ 1：防 水 について詳しくは P 1 3 、P 2 2 をご 覧ください。※ 2：フル H D
（1 0 8 0×1 9 2 0）サイズまで。1 2M（3 0 0 0×4 0 0 0）サイズの静止画撮影は
ISO6400まで対応。※3：QCIF（176×144）から5M（1944×2592）までの画像サ
イズが有効となります。＊画面は待受用（480×854）サイズで撮った写真です。 

上質デザインにこだわった1220 万画素カメラ搭載のスリム防水
（IPXPX5／IPXIPX7／IPX8等IPX8等級※1※1）



TITANIUM 
BROWN

＊画像はイメージです。　43　＊画像はイメージです。

B L A C K

G O L D

R E D

フォーマルからカジュアルまで幅広く使える、クールなブラック。

ワンランク上のラグジュアリー感漂う、チタニウムブラウン。気品と華やかさを兼ね備えたエレガントなゴールド。

魅力的な個性を演出する、深みのある落ち着いたレッド。

COLOR VARIATION　　　 自分らしさで選べる、多彩なカラーバリエーション。

P R E M I U M  
M O D E L



＊画像はイメージです。　65　＊画像はイメージです。5　＊画像はイメージです。

P R E M I U M M O D E L

T I TA N I U M  B R O W N
P R E M I U M  M O D E LP R E M I U M  M O D E L

ブラウンカラーにチ
タンコーティングを
施し、大人の艶やか
さをプラスしました。

ブラウンカラーにチ
タンコーティングを
施し、大人の艶やか
さをプラスしました。

繊細かつ優美な印象の
オリジナルキーフォント
を採用。見やすさと上質
さを兼ね備えています。

繊細かつ優美な印象の
オリジナルキーフォント
を採用。見やすさと上質
さを兼ね備えています。

オープンアシストボタン
には18金を、決定キー
にはゴールドプレーティ
ングを施しました。

オープンアシストボタン
には18金を、決定キー
にはゴールドプレーティ
ングを施しました。

上質感あふれる
チタンコーティング

見やすいオリジナル
キーフォント採用

大人のエレガント薫る
K18ゴールドを使用

本体には「チタン」をコーティングし、

オープンアシストボタンには「18金」を使用。

高級感あふれるデザインに仕上げました。

本体には「チタン」をコーティングし、

オープンアシストボタンには「18金」を使用。

高級感あふれるデザインに仕上げました。



ステンレスパネル &
プレスライン
ヘアラインを施したステンレスパ
ネルと、シャープなプレスラインの
コントラストが立体感を演出します。

キーを押すたびに7色のカラーに
切り替わります。
＊BLACK、RED、TITANIUM BROWNは文字
照光、GOLDは面照光になります。＊光りかた
は周囲が暗い所でのイメージです。

※BLACK、GOLD、REDのみ。

レインボーキーイルミ

スマートイルミ
サブディスプレイ上部のステンレス
パネルから浮かび上がる白い光が
幻想的なスマートイルミ。見る人に
驚きを与えます。

オープンアシストボタン
ケータイをワンプッシュで開けられ
ます。スピン加工※を施したことで、
より高品位な質感を楽しめます。

ナショナルジオグラフィックの
コンテンツをプリインストール

＊画像はイメージです。　87　＊画像はイメージです。

世界180カ国、約850万人
に購読されている世界的
なビジュアル雑誌「ナショ
ナルジオグラフィック」の
コンテンツを、きせかえ
ツール®として全色にプリ
インストールしました。     Joel Sartore/

National Geographic Image Collection 
    Alaska Stock Images/
National Geographic Image Collection  

    Frans Lanting/
National Geographic Image Collection

D E S I G N　　　 ディテールまでこだわった、美しさ宿るデザイン。



12 .2M CAMERA　　　本格的な機能を搭載した、高精細 1220 万画素カメラ。

＊画像はイメージです。　109　＊画像はイメージです。

被写体を追いかけてピントを合わせ続ける
トラッキングフォーカス

被写体が動いてなかなかピントが合いにくいシーンでも、被写体を追

いかけてピントを合わせ続けます。
＊被写体自動追
尾技術には株式
会社モルフォの
Tr a c k So l i dを採
用しています。
＊Tra c k So l i dは
株式会社モルフォ
の商標です。

画像処理エンジン「Milbeaut®Mobile」を搭載した
1220万画素カメラ

有効画素数約1220万画素カメラに、デジタルカメラ向け画像処理エンジン

「Milbeaut®」をケータイ用に最適化した「Milbeaut®Mobile」を搭載しました。
＊「Milbeaut」「ミルビュー」は、富士通マイクロエレクトロニクス株式会社の登録商標です。

被写体が笑顔になると、自動的にシャッターが

切れるスマイルファインダー機能を搭載しました。

笑顔を自動で認識する
スマイルファインダー

あらかじめ登録した顔を、カメラが見つけ出して自動的にピントを合わ

せる「サーチミーフォーカス」を搭載。笑顔など登録した時と違う表情に

なっても個人を認識することができます。

登録した顔を自動認識する
サーチミーフォーカス（個人認識撮影機能）

＊トラッキングフォーカスと同時にご利用できません。

ヒ
ト
ミ51

46

52

34

ヒ
ト
ミ54

35

47

32

個人を認識してピントを合わせます登録した人の位置が変わっても…



＊画像はイメージです。　1211　＊画像はイメージです。

スーパーデジタルズーム

では、記録画素数に応じて

画質が劣化しない倍率ま

でズームできるので、高精

細な写真を撮影すること

が可能です。

画質劣化しない
スーパーデジタルズーム※

高感度モード
あり

高感度モード
なし

光量の足りない場面で、明るく写真撮影をしたいときに役立つ最大ISO

25600相当高感度撮影モード。「Milbeaut®Mobile」エンジンのノイズリ

ダクション処理でザラつきを抑え、撮影が難しい室内や暗い場所でも被

写体のブレを抑え、明るい写真を撮影できます。

暗い場所でも明るく撮れる
最大ISO25600相当※高感度撮影モード

撮影シーンを自動で認識し、最適な状態で美しい写真が撮影できます。

「標準」「人物」「風景」「夜景」「接写」の撮影シーンに対応しています。

最適な撮影モードに自動で切り替わる
自動シーン認識

※フルHD（1080×1920）
サイズまで。12M（3000×
4000）サイズの静止画撮
影はISO6400まで対応。
＊ISOとはフィルムの感
度を表す値であり数値
が大きくなるほど感光度
が増し、暗い場面でも撮
影することができます。

※QCIF（176×144）から5M
（1944×2592）までの画像サ
イズが有効になります。

広範囲の撮影が可能なので、

空間の広さや奥行感を強調

した、自由な構図の写真撮影

ができます。

ダイナミックな構図を楽しめる
広角28mmレンズ※

※35mmフィルム換算。

12 .2M CAMERA　　　本格的な機能を搭載した、高精細 1220 万画素カメラ。

ホワイトボードに映り込んだ光を

除去するホワイトボード撮影モー

ドを搭載しました。また、同時に

ホワイトボード上に書き込まれて

いる文字を強調し、見やすい画像

に変換します。

映り込みを抑える
ホワイトボード撮影モード

従来のデジタルズーム
約6.2倍

（VGAの場合）

広角 28mm

スーパーデジタルズーム
約6.2倍

（VGAの場合）

通常 32mm（従来レンズ）



※1：IPX5等級とは、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：IPX7等級とは、常温で水道水、かつ静水の水
深1m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：F-03Bにおいて、IPX8等級とは常温で水道
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、かつ、水中に沈めている30分間は、カメラが使用で
きることを意味します。※4：IP5X等級とは、粒径25　m以下の塵埃が入った装置に8
時間入れて取り出したときに電話機の機能を有することを意味します。＊ご使用の
際はリアカバーやキャップ（外部接続端子カバー）が確実に閉じているかご確認くだ
さい。＊防水機能を維持するため、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いたします。

μ

約3インチのフルワイドVGA液晶で、美しい映像を視聴できます。毎秒15秒

フレームの映像を30フレームにするフレーム補間技術を採用している

ので、ワンセグをなめらかな表示で楽しめます。

幅広いシーンで楽しめる
防水ワンセグ

＊画像フレーム補間機能には株式会社モルフォのFrameSolid®を採用しています。
＊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。
＊FrameSolidは株式会社モルフォの日本またはその他の国における商標または
登録商標です。

ブルーレイディスクレコーダー（一部機種※1）に録画した映像を、高画質

のまま※2F-03B内のmicroSDTMカードに転送して視聴できます。

ブルーレイディスクレコーダー連携機能

※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
640×360ドット、30fpsとなります。転送には、FOMA USBケーブル（別売）と、
microSDTM／microSDHCTMカードが必要になります。＊映像ビットレート1Mbps
で録画した映像を16GBのmicroSDHCTMカード（別売）に転送した場合、約30時間
の保存が可能です。＊「Blu-ray Disc」およびロゴは商標です。

Bluetoothに対応したことで、高音質なステレオサウンドをワイヤレスで

楽しめます。

Bluetooth®対応

＊対応プロファイル：DUN・OPP・HSP・HFP・A2DP・AVRCP・SPP＊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。＊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、SCMST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。

優れた防水（IPX5※1／IPX7※2／IPX8等級※3）、
防塵（IP5X等級※4）性能に対応（特許出願中）
ぼうじん

フルワイド画面でストリーミング再生や動画

サービスが楽しめます。

WMVストリーミング再生対応

WATERPROOF & DUSTPROOF　　　利用シーンがさらに広がる、先進の防水・防塵性能。 高品質な映像・サウンドを楽しめるオーディオビジュアル機能。　　　 AUDIO VISUAL

＊画像はイメージです。　1413　＊画像はイメージです。

＊送受信データの容量が大きい場合は、パケット通信料が高額になりますので、「パケ・
ホーダイ® ダブル」など iモードパケット定額サービスをご利用ください。

映画館などでも使われているドルビー社の持つオーディオ技術をケータイ用

に最適化したものです。ステレオイヤホン（別売）を使用すれば、5.1chサラウン

ド※の立体的かつ臨場感のある音質でワンセグなどを楽しむことができます。

高音質ドルビー®モバイル

※ステレオイヤホン（別売）接続時のみ利用できます。内蔵スピーカーからの出力
は5.1chとはなりません。



＊画像はイメージです。　1615

ビジネスには欠かせない、Word®、Excel®、Power 

Point®、PDFの各ファイル表示に対応。F-03Bでは、新た

にOffice2007形式の閲覧にも対応しました。より幅広

いデータファイルをチェックできます。
＊ファイルによって表示できない場合があります。

Off ice2007にも対応した
ドキュメントビューア／PDFビューア

指定した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）をまとめて非表示にできるプライバシーモードを継承しました。

大切な情報をサッと守る
プライバシーモード®

一定時間無操作状態にしていると、自動でロックがかかります。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。

置き忘れセンサー付き
オートキーロック

「docomo SMART series」に初搭載しました。端末暗証番号を入力す

る代わりに、登録してある指をスライドすることで行う認証機能です。

富士通ケータイでお馴染みの
指紋センサー

電話帳のバックアップや、ビジネス上の機密情報など、microSDカード

内に保存してある大切なデータをロックすることができます。

＊SD規格Version2.00に対応しているmicroSD及びmicroSDHCカード以外では、
パスワード設定機能に対応していない場合があります。

カードを紛失しても安心の
microSDパスワード機能

画面のコントラストを下げるこ

とにより、他の人から画面を見

えにくくします。コントラストは

3段階の調整が可能です。

周囲からの覗き見を軽減できる
プライバシービュー

レベル 3
（薄さ強）

レベル 1
（薄さ弱）

レベル 2
（薄さ中）

S E C U R I T Y　　　大切なデータをしっかり守る、安心のセキュリティ機能。 ワンランク上のパフォーマンスを実現する、ユーティリティ機能。　　　UTILITY

名刺を撮影するだけで
簡単に登録できます

カメラで撮影した名刺から文

字情報を認識し、簡単に電話帳

に登録することができます。高

度なセキュリティ機能と併用す

ることで、大切な名刺情報を安

全に持ち歩くことができます。

ケータイで一括管理できる
名刺リーダー

営業部
課長

東京都○×△区○×△X-X-X ○×△ビル    〒XXX-XXXX
Tel.03-XXXX-XXXX
E-mail.fujitsu.taro@XX.XX
www.fujitsu.com

Fax.XX-XXXX-XXXX

富士通株式会社

FUJITSU                       Taro
富  士  通　  太  郎 

＊文字認識エンジンは、オムロン（株）のMobile OmCRを使用しています。
Mobile OmCR     OMRON Co.,Ltd. 2009 All Rights Reserved.

メール、電話発信、iモードなどを機能ごとに制限可能です。また、お子様

用の「パスワード」とは別に親用の「暗証番号」を設定し、お子様に変えて

欲しくない設定の変更を防ぐことができます。

親子モード



■生活習慣病予防の新指標 METs（メッツ）とEx（エクササイズ）

例）  ジョギング（7METs）を1時間程度1日間…   7Ex
　　モップ掛け（3.5METs）を1時間程度1日間…3.5Ex

○M E T s

厚生労働省が提唱する最新の健康指針「エクササイズガイド2006」に基

づき、日常の運動強度から活動量までを、リアルタイムに計測できるエク

ササイズカウンターを搭載しました。

METsとは運動強度を表す単位。活動量計では体が感じ

るきつさをMETsという単位で表します。

○E x Exとは活動量を表す単位。F-03Bでは、3METs以上の値

を用いて算出しています。

健康を促進する
エクササイズカウンター（活動量計） 

Ex = [METs × 時間]

タニタ社製の健康機器※の測定結果を赤外線で受信し、血圧や体組成情

報を一元管理できます。

タ二タ機器連携

※タ二タ社製の体組成計（BC-501）・血圧計（BP-300）のみと連携し、他社製品と
は連携できません。（2009年10月現在）

ケータイの使いかたを確認できるガイド機能を搭載。

使いたい機能を検索したり、調べた機能をそのまま起

動できます。また、富士通ケータイでお馴染みのサー

チキーを併用すれば、さまざまな知りたい情報を即座

に検索できます。

サーチキー＋使いかたガイド

賢い予測変換や、同音語を変換し分けたりと便利なATOK

を継承。メール入力がスムーズに行えます。

文字入力に便利なATOK®

電池の充電・残量がより細かく表

示できるようになりました。1パー

セント単位での表示も可能です。

電池残量をパーセンテージで表示

○ VoiceShelf for F
○ もじぴったん歩き旅
○ プチプチズーキーパー ver.F 
○ ケータイ脳力ストレッチング2 
○ ロジックパズルF
○ ヘルスチェッカー
○ 日英版しゃべって翻訳 for F
○ ROID ウィジェット
○ いっしょにデコ
○ 地図アプリ
○ iアバターメーカー
○ iアプリバンキング
○ 楽オク☆アプリ
○ iD 設定アプリ
○ ＠Ｆケータイ応援団INFO

○ リッジレーサーズVS trial version
○ DCMXクレジットアプリ
○ Gガイド番組表リモコン
○ モバイルSuica登録用iアプリ
○ マクドナルド トクするアプリ
○ iWウォッチ
○ 株価アプリ
○ Googleモバイル
○ モバイルGoogleマップ
○ Start! iウィジェット
○ FOMA通信環境確認アプリ
○ ドコモ料金案内
○ モバイルAMCアプリ
○ ヨドバシゴールドポイントカード
○ ビックポイント機能付きケータイ

プリインストール i  アプリ

＊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別売の外部メモリー（microSDカード
／microSDHCカード）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 i モードパケット定額サービスをご利用ください。

＊画像はイメージです。　1817　＊画像はイメージです。

BASIC FUNCTION　　　さまざまな場面で活躍する充実の機能。



20  19

i コンシェル®やiアプリ®等と連携して、自分の居場所に合わせた天

気情報やお店などの周辺情報、観光情報をお知らせするなど、さま

ざまなサービスを利用できる機能です。

オートGPS

＊ご利用になるにはiアプリなどから利用設定が必要です。＊設定後は、お客さまの
ケータイ操作がなくても、定期的にGPSで測位された位置情報がサービス提供者
に送信されます。＊サービス提供者に送信された位置情報は各サービスのみに利
用されます。詳細はサービス提供者のサービス説明でご確認ください。＊定期的な
位置情報の送信にパケット通信料がかかります。ただし、iコンシェルの位置情報送
信に伴うパケット通信料は無料です。＊本機能をご利用になると消費電力が増加し
ますので予めご了承ください。＊コンテンツによりiモード情報料がかかります。

大切なケータイの保存データとして、電話帳、画像、動画／ｉモーション®、

メール、Bookmark、テキストメモ、スケジュール、トルカ®、現在地通知先、

メロディ、設定情報を、ドコモのお預かりセンターに預けることができ、

紛失時や機種変更時などに、ケータイに復元できるサービスです。

ケータイデータお預かりサービス

＊別途お申し込みが必要な有料サービスです。

※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
トワークの混雑状況に応じて変化します。FOMAハイスピードエリア外においては、送受
信ともに通信速度が遅くなることがあります。

FOMAカード〔青色カード〕はご使用できません。対象カードをお持ちの場合は
ドコモショップ窓口にてお取り替えください。

ドコモサービス／機能対応表 対応「◯」、非対応「ー」

i コンシェル／
オートGPS

○／○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○／ー ○

ケータイデータ
お預かりサービス

GPS i ウィジェット® iアプリ
オンライン

ワンセグ DCMX® iD™
（おサイフケータイ） マイエリア

HIGH-SPEED
7.2Mbps（受信）／
5.7Mbps（送信）※

WORLD WING®
（3G＋GSM）

使いかた
ガイド

Music & Video
チャネル®

ビデオクリップ Bluetooth
ドキュメント
ビューア

おまかせロック

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

自宅専用FOMAエリアをつくることで、安定※した通話・通信が利用

できるサービスです。

通話品質が向上する
マイエリア

※お客様のご利用環境（住宅構造、家具の配置、他の無線機器の干渉など）により、
マイエリアがご利用いただけない場合がございます。＊別途お申込が必要な有料
サービスです。＊ご利用にあたっては、マイエリア対応ブロードバンド回線、「FOMA
新料金プラン」「iモード」「マイエリア」のご契約、フェムトセル小型基地局の設置が
必要になります。＊お申込からご利用までの条件につきましては、必ずドコモのホー
ムページでご確認いただきますようお願いいたします。

登録者 契約者契約者

フェムトセル
小型基地局FOMA基地局

ドコモ
ネットワーク

ブロードバンド
回線網

ご自宅専用FOMAエリア外出先

FeliCaマーク「　　」を重ね合わせるだけで、Bluetooth接続・通信が可能。

i アプリタッチTM

BASIC FUNCTION　　　さまざまな場面で活躍する充実の機能。
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FOMA ACアダプタ

FOMA DCアダプタ

外側

内側

FOMA／3G

GSM

FOMA／3G

GSM

約110×50×13.9mm（最厚部約17.1mm）

約122g（電池パック装着時）

静止時（自動）：約530時間／移動時（自動）：約330時間・（3G固定）：約350時間

静止時（自動）：約270時間

音声通話：約200分／テレビ電話：約110分

約200分

約3インチ　
フルワイドVGA（480×854ドット）262144色

有効約1220万画素CMOS

有効約32万画素CMOS

約280分（ECOモード約320分）

約140分

約140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※2　　

主な仕様

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®（最大500曲※3）　● iアプリ®（最大100件※3）　
● iモーション（最大200件※3）　● Bookmark（iモード、フルブラウザ合計最大200件※3）　● 画面メモ（iモード、フルブラウザ合計最大100件※3）

メール関連機能
● 受信メール（最大2500件※3※4）　● 送信メール（最大500件※3※4）　● 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種類）　● デコメアニメ®プリインストール（50種類）

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）　● 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　●オートフォーカス（静止画撮影のみ）　● 手ブレ補正　● 顔検出機能　● ひとみ強調
● 美肌モード　● スマイルファインダー　● 自動シーン認識　● サーチミーフォーカス● トラッキングフォーカス　
● 高感度モード（最大 ISO25600相当）

その他の機能
● 電話帳：F-03B本体（最大1000件※3［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3＆ゆっくりボイス　● 光センサー　● サーチキー　● レインボーキーイルミ　● 待受ショートカット　
● GPS（オートGPS対応）● 外部メモリー※5（microSD™カード[別売]／microSDHC™カード[別売]）　
● Bluetooth（DUN・OPP・HSP・HFP・A2DP・AVRCP・SPP）　● 赤外線通信　● PDFビューア・ドキュメントビューア※6　
● オートローテーション　● WMVストリーミング　● 音響エンジン（DOLBY MOBILE）　● ブルーレイレコーダー連携　
● 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　● 健康機器連携　● パルスチェッカー　
● 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　
● WORLD WING（3G＋GSM）● 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[執事コース]、リーフロボット、Moimoi）　

※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：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。※3：データ容量により変
わります。※4：iモードメールとSMSの合計件数。※5：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。※6：ファイルによって表示できない場合があります。

オプション

防水／防塵性能について

■電池パック F09※1　■リアカバー F44　■卓上ホルダ F30　■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 補助充電アダプタ 01　■FOMA 乾電池アダプタ 01　
■FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※2　■FOMA ACアダプタ 01／ 02※3　■マイク付リモコン F01※4　■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※4／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　
■イヤホンマイク 01　■ステレオイヤホンマイク 01　■スイッチ付イヤホンマイク P001※5／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　
■イヤホン変換アダプタ 01　■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／ 02
■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

F-03B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。

Bluetoothの周波数帯について

◎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 F09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：F-03B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。

［ご使用にあたっての重要事項］防水／防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。●外部接続端子キャップ、リアカバーを
しっかりと閉じてください。●外部接続端子キャップやリアカバーが浮いていないように完全に閉じたことを確認してください。●リアカバー
のレバーを刻印されている矢印の方向にスライドさせ、しっかりとロックされた状態であることを確認してから使用してください。［注意事項］
●常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。●リアカバーは確実にロックし、外部接続端子キャップはしっかりと閉じ
てください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、浸水の原因となります。●送話口、受話口、スピーカー
などを綿棒や尖ったものでつつかないでください。●落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあり
ます。●外部接続端子キャップ、内蓋のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりし
ないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。●付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。卓上ホルダに
F-03Bを差込んだ状態でワンセグ視聴などをする場合、ACアダプタを接続していない状態でも、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの
水周りでは使用しないでください。●規定水流（例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないで
ください。F-03BはIPX5の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーな
ど）を当てたりしないでください。●F-03Bを開いた状態で水中を移動したり、水面に叩きつけたりしないでください。●水道水やプールの水
に浸けるときは、30分以内としてください。●プールで使用するときは、その施設の規則を守って、使用してください。●F-03Bは水に浮きませ
ん。●水滴が付着したまま放置しないでください。電源端子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。●送話口、
受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。●リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換して
ください。故障箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。●外部接続端子キャップまたはリアカバーが開い
ている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パック
を外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。●外部接続端子キャップ、内蓋のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした
場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。［防水／防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず必ず2年に1回、部品
の交換が必要となります。部品の交換はFOMA端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。］

S P E C



＊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。

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-03B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

富士通公式 i モードサイトアクセス方法

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（他社）からも
ご利用になれます。

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

（2009年10月現在）＊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。

このカタログは大豆油インキを使用しています。 2009年10月現在 MB1531

●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。

ご利用にあたってのご注意

指紋認証の特性とご注意

●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。●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。●ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモの
ローミングサービスエリア以外ではご利用になれません。●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本体、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 SMART series」「FOMA／フォーマ」「iモード」「WORLD WING」「DCMX」「iD」「Music&Videoチャネル」「iコンシェル」「iウィジェット」「ひつじのしつじくん」「トルカ」「iモーショ
ン」「デコメール」「デコメ絵文字」「デコメアニメ」「2in1」「きせかえツール」「iアプリタッチ」「ケータイお探しサービス」「おまかせロック」「パケ・ホーダイ」「マチキャラ」、「あんしんミッ
ション」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。◎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。◎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。◎「Windows」
「Windows Media」は米国Microsoft Coporationの米国および他の国における登録商標または商標です。◎「TrackSolid」「FrameSolid」は株式会社モルフォの商標または登録商標で
す。◎「microSD」「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。　　 ◎「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。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。◎「Blu-ray Disc」およ
びロゴは商標です。◎「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。◎「Gガイド番組表」は、米Gemstar-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。◎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。◎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。◎「Milbeaut」「ミルビュー」は、富士通マイクロエレクトロニクス株
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。◎「CROSS YOU」はソニー株式会社の
商標です。◎iアプリタッチはソニー株式会社の「CROSS YOU」技術により実現しています。◎「　　」はフェリカネットワークス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。◎「プライバシーモード」「リーフロボット」は富士通株式会社の登録商標です。
◎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モード機能のお申し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。




