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本画処理中

コンパクトなジュエリーデザイン！
きらめく エレガントスマートフォン

あなたを美しく輝かせるジュエリーのように、

女性の手元を華やかに彩るスマートフォンが新登場。

お買い上げ時からすぐに楽しめる

可愛いアプリも取りそろえました。

繊細な文字も書きやすい

こだわりのプレミアムタッチペンを使えば、

手書き文字も思いのまま。

自分らしく素敵に生きる人の毎日を、

魅力的に演出します。

※防水性能IPX5/8に対応。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。防水性能を維持するため、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）。
※防水については、P.15、P.21をご覧ください。＊iモードには対応しておりません。spモードでiモードのメール　　アドレスが使用できます。詳しくはP.17をご確認ください。＊掲載の内容はAndroid2.3バージョンの内容です。

F-03D
防水

（IPX5/8※）

ジュエリーカットキーが輝く
コンパクトデザイン＆ジュエリーイルミネーション

すぐ楽しめる女子力UP間違いなしの
お役立ちアプリ＆コンテンツが満載！

初めてのスマートフォンでも
安心の充実機能＆「おくだけ充電」対応

＊画像はイメージです。  21



Illumination

Jewelry Cut Key

FrameColor

Form

Illumination

持つ人を輝かせるジュエリーデザイン

Precious White

持つ人をエレガントに
引き立てる

ホワイト＆ゴールド。

ほんのり
甘いイメージの
パールピンク。

丸みを帯びた手になじむフォルム。女性の手のひらにちょうどいい、横幅
59mmのコンパクトサイズ。

Illumination着信中や通話中※もカメラリングのイル
ミネーションで背面まで美しく。

ジュエリーカットキーのイルミネー
ションで輝き感アップ。

まるでジュエリーを思わせるカットのキーが手元で映える。

握った姿を美しく見せる
ゆるやかなカーブのメタル
フレーム。

※お買い上げ時の設定はOFFです。

＊画像はイメージです。＊画像はイメージです。

Elegant Pink
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カンタン＆可愛く手書き
「プレミアムタッチペン同梱」

デジタルスケジュール帳の便利さとアナログ手帳
の可愛さを兼ねたオリジナルダイアリーをプリ
インストール。自分らしく可愛くカスタマイズ
できるので、女子力UP間違いなしです。

ちょっとした約束や今日
のお買い物リストなど、
メモを取りたいときに
使える便利アプリ。デザ
インが可愛いから、ウィ
ジェットにして壁紙に
貼ったり、そのまま友達
に送ったり、様々な使い方
を楽しめます。

Point
●豊富なテンプレートデザイン
　＆可愛いフォント・ペン・スタンプ。
●月表示・日表示、どちらも直接手書きができる。
●拡大・縮小、回転も自由。

手書きダイアリー

手書きメモ 手書きデコ

オリジナルメッセージをデコメ®に加工可能。
「文字」「フレーム」「フォント（手書き）」「色」
「動き」を選んでいくだけで、自分だけのオリジナ
ルデコメがカンタンに完成。心のこもった手書き
メッセージなら、ますます気持ちが伝わります。

人気のアプリがひと目でわかる「アプリランキング」
＆「Life Assist（お役立ちアプリ集）」。旬のアプリを
すぐにダウンロードすることが可能です。

　は、「Fイチ押しApps」より別途ダウンロードする
必要があります。詳しくは、P.14をご確認ください。

旬のアプリを迷わずゲット
「アプリランキング」　＆「Life Assist（お役立ちアプリ集）」

お得

オシャレ

自分磨き

女子力をUPさせるアプリが満載

＊画像はイメージです。＊画像はイメージです。

今までにできなかった、繊細で美しいデコ
レーションを実現するために開発された
「タッチパネル」とこだわりの「プレミアム
タッチペン」を採用。文字入力やリンク選択
など、細かい部分も押し間違えなく操作
可能です。普段はストラップにして持ち
歩けます。

Life Assist（お役立ちアプリ集）

女子力をUPさせるアプリが満載

65



らくがき盛りフォト

アートカメラ

クロマキーやジオラマなど特殊な
フィルター機能を11種類搭載。
わざわざアプリをインストール
しなくても、自慢したくなるような
こだわりの1枚が撮影できます。

ビビッド モノクロ ダーク 魚眼クロスプロセスアンカラフル

元画像

元画像

元画像

ソフト
フォーカス

セピアトイ
カメラ

クロマキー

ジオラマ

その他の撮影効果

人物 風景 夜景 接写 バーコードリーダー

人物や風景、夜景、接写など、撮影シーンを
カメラが自動で判別し、最適なモードで
撮影できます。さらにバーコードリーダー
の自動認識にも対応しているので、Ｗeb
サイトなどへのアクセスもカンタンです。

シャッターを1回押すと7枚の写真を
高速連写。その中からベストな1枚
を自動的にセレクト。大切な瞬間を
逃さず撮影できます。

コントラストや彩度、明るさ、
カラーバランスなどを調整し、
「ふんわり」も「くっきり」
も写り方は思いのまま。

130万画素インカメラでキレイに可愛く自分撮りが可能。豊富な撮影効果とらくがき機能
付きで、思いどおりの美しい仕上がりが作れるので、友達や彼に可愛い写真を送れます。

ベストショットセレクト

自動シーン認識

ふんわり効果／くっきり効果

アイシャドウ＋まつげ＋チーク盛り小顔効果

まつげやチークを足して、まるでメイクをしたように。あごのラインを細くキレイに。

「ふんわり」 「くっきり」

おすすめ
ベストショット

高性能CMOSセンサー「Exmor for 
mobile」と、高感度、低ノイズ化と多
彩な撮影機能を実現する画像
処理エンジン「Milbeaut Mobile」
を採用し、静止画も動画もデジタル
カメラ並みに美しく、高精細な写真
や動画が撮影できます。

Exmor® for mobile
&Milbeaut® Mobile

810万画素カメラでキレイに撮影

＊画像はイメージです。＊画像はイメージです。  8 7



プリインストールデコメ素材

プリインストールフォント

見やすさにこだわったユニバーサルデザインフォントの「UD新丸ゴ」と、そのほか3種類
のフォントをプリインストール。多彩なフォントを取りそろえました。

3,000件の多彩なデコメ
素材をプリインストール。
バラエティ豊かなデコメ
素材で楽しくメールを作成
することができます。

オリジナル手書きフォント

設定メニューから自分の文字で
カンタンにオリジナルフォントを
作成できます。作ったフォントは
ブラウザにも反映されるので、自分
のオリジナルフォントでニュース
を見られるなど今までにない楽し
さを味わえます。

画面デザインを着せ替えるように一括
して変更可能。手軽にシーンを切り替え
られるので、便利です。そのほか、使い
やすさにこだわった様々な機能も搭載。

NX! comfort UI

●休日や通勤中など利用シーンに合わせて
　HOME画面を切り替えて使うことも可能。

Point

毎日をおしゃれに楽しむための多彩なコンテンツ

ショートカットアプリも自分好みにアレンジ1 アプリアイコンの表示も自由に設定2

重ねるだけでカンタンフォルダ作成3 アプリが増えても、カンタン整理4

はるひ学園 UD新丸ゴ

3×4

プライベート用 ビジネス用

4×5

好きな
カテゴリに
移動できる

数や種類が
変更できる

＊画像はイメージです。＊画像はイメージです。 109



明るさ自動調整

使いやすさ

照度センサーで明るさを感知
し、周囲の明るさに合わせ、明る
さ自動調整機能と連動して、画
面を最適な輝度に調整します。

NX! input

テンキーの上から手書きで文字入力が可能。数字や絵文字などの切替が不要なので、
♥や★など、女子の文章に欠かせない絵文字もすばやく入力。また、高性能な日本語入力
システム「ATOK」を採用しています。

超解像技術＆ノイズリダクション

ディテールまで美しく調整された映像を実現。ワンセグ
やYouTubeTMを見るときにも適用されるので、F-03D
ならキレイな映像をいつでも楽しむことができます。

スーパーはっきりボイス3

ぴったりボイス ゆっくりボイス

歩行中や走行中に、通話
時の状態を自動検知し、
通話音声を最適な聞き
やすさに自動調整。行動
を検知して電話相手の
声を聞きやすくします。

相手の話す声がゆっくり聞こ
えるようにし、より聞き取り
やすくします。相手が早口で
話しても聞き取りやすいので
安心です。

あわせるボイス2

あらかじめプリセットされた
音声を聞き、その中から聞き
やすいものを選ぶことで、
利用者個別の耳年齢を判定し、
耳年齢に応じた音質補正を
行うことができます。

照度センサー

サクサクタッチパネル®

優れた追従性で、スクロールや、メニュー操作などタッチ操作がスムーズに行えます。
タッチパネルに施された「スーパーグライドコーティング」により、滑るような操作感を
実現。すばやい操作で、エレガントに使いこなすことができます。

ONOFF

カンタンに絵文字を入力できるテンキーで文字入力中に… 絵文字を手書き

歩行中

電話相手の声を聞きやすくしてくれま
す。人ごみで騒音を感知すると、音域ご
とに相手の聞こえにくい声を強調し、
聞き取りやすく変換します。

あなたに合わせた安心で快適な使いごこち

見やすさ 聞きやすさ

あわせる
ボイス2

＊画像はイメージです。＊画像はイメージです。 1211



美的な毎日をサポート 壁紙やデコメ、最新のアプリをチェック!!

ビューティーボディクリニック

富士通のセンシング
技術でからだのバランス
をチェック。「ミスユニ
バースジャパンビュー
ティースクール」が監修
したアドバイスを提供
し、美ボディづくりを
サポートします。

@Fケータイ応援団

壁紙やデコメ素材など､豊富なコンテンツが満載！
すべて無料※でご利用いただけます｡ほかにも富士通独自のアプリ
をはじめ、Androidマーケットからのおすすめアプリを毎日紹介
するアプリレビューコーナーなど、お得な情報を提供しています｡

Fイチ押しApps

富士通がおすすめするF-03Dに合ったアプリケーションをご紹介。お買い上げ後、
「Fイチ押しApps」アプリをタッチして、好みのアプリをゲットしよう！

スマートフォン（Android）端末をご利用の方は、アプリをダウンロードして
ホームに設定するとカンタンにサイトにアクセスできるようになります。

からだライフ

好評の歩数&活動量
カウンタを搭載。毎日
の歩数のグラフを
表示したり、健康支援
アドバイスをしてく
れるので、楽しみな
がら“美”をキープする
ことができます。

高橋尚子のウォーキング/
ランニングクリニック

マラソンランナーの高橋尚子さんが監修し
たウォーキングとランニングのフォーム診
断で、あなたに適切なアドバイスを表示
します。今はやりの女子ランニングも
F-03Dがあれば楽しく続けられます。

スッキリ目覚まし

測定
筋肉の状態 /
バランスを測定

判定
・からだの歪み診断
・アドバイス

対策
・トレーニング
・ストレッチ

●脂肪のつきやすい部位
●未来予想図

●総合得点
●体のバランス
●筋肉のかたい部位

設定時間帯

覚醒

睡眠

アラームを再生 アラーム設定時刻

※サービスにかかるパケット通信料金はお客様のご負担となります。※機種によってはご利用
いただけないコンテンツがあります。※コンテンツは予告なしに変更される場合があります｡

ホーム画面､またはアプリ
ケーション選択画面から
「マーケット」を選択。

＊別途、パケット通信料がかかります。

スマートフォン版「＠Ｆケータイ応援団」
アプリダウンロード方法

Androidスマートフォン向け
ＱＲコード

@Fトップ画面

壁紙

デコメピクチャ

デコメ絵文字

　は、「Ｆイチ押しApps」より別途ダウンロードする必要があります。

＊画像はイメージです。＊画像はイメージです。

加速度センサーとマイク(音響)を
組合せ、睡眠中の体動・呼吸・覚醒
状態を検知。眠りが浅い時に
アラームを鳴らしてくれるので、
スッキリ快適な目覚めでビューティー
な1日を始めることができます。

測定結果

1 「＠Ｆケータイ応援団」
アプリをダウン
ロード。

3マーケット画面右上の虫眼鏡マークを
タッチ。入力エリアに「＠Ｆケータイ」と
入力し「＠Ｆケータイ応援団」アプリを選択。

2

マーケット

＊アプリケーションを、＠Fケータイ応援団か
らダウンロードしてご利用いただけます。＊別
途パケット通信料がかかります。

1413



防水性能（IPX5/8※）

安心の防水対応。濡れた手で使うのはもちろん、万が一水の中に落としても大丈夫です。

ケータイでおなじみの便利機能

iモードケータイと同様
に、使い慣れた便利な
機能をスマートフォン
でも使えます。

Bluetooth®

Bluetooth対応製品と連携して、ワイヤレスで情報をやり取りすることができます。
音楽など、Bluetooth対応のヘッドホンやカーオーディオで楽しめます。

ワンセグ

おくだけ充電※

※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）。
＊防水性能に関してのご注意は、P.21をご覧ください。 

※赤外線で移せるデータは以下です。
電話帳/マイプロフィール/名刺/メール/スケジュール/メモ/トルカ/静止画/動画

＊「ワンセグ」サービスの詳細については、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ
（http://www.dpa.or.jp/）などでご確認ください。＊NHKの受信料については、NHKにお問い合わ
せください。＊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。

赤外線通信※おサイフケータイ バーコードリーダー エリアメール

＊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。

SPP、OPP、HFP、HSP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP対応プロファイル

ワイヤレスチャージャーでの「おくだけ充電」

お出かけ先や通勤中はもちろん、防水対応でキッチンなどの水まわりでも安心して
ワンセグを楽しめます。また、視聴予約/録画予約にも対応しているので、見たい番組も
逃しません。

＊対応機器およびPC側F-LINKソフトについては富士通公式HP（FMWORLD）をご覧ください。
＊アプリケーションを、＠Fケータイ応援団からダウンロードしてご利用いただけます。＊別途パ
ケット通信料がかかります。

F-LINK

ネットワークを使って
スマートフォン、iモード
ケータイ、タブレット、
PCとワイヤレスでデータ
のやり取りが可能。お気に
入りの写真や動画はもち
ろん、デキる女子に欠かせ
ないオフィス文書などの
送受信もスムーズです。

初めてのスマートフォンでも安心の充実機能

ワイヤレスチャージャー（同梱）
に置くだけで、カンタン充電。
充電の度にコネクタを差す
手間がかからず、お気に入り
のネイルを傷つける心配も
ありません。

※おくだけ充電とは、WPCの
規格に準拠したドコモのワイヤ
レス充電機能のことです。

●対応機器でひとつの充電器を
　共有して、お部屋もスッキリ。
●電池単体でも充電できて便利。

Point

＊画像はイメージです。 1615



spモード dマーケット

＊iモードの各種サービスはご利用になれません。＊ご利用には、月額使用料315円（税込）が必要
です。＊iモードの解約とspモード契約のお申込を同時に行う場合に限り、iモードのメールアドレス
の引継ぎが可能です。＊家族間無料メールには非対応です。

＊本サービスに対応したコンテンツに限ります。

＊初回起動は必ず国内で行ってください。＊国内パケット定額サービスのご契約状況は、お客様
ご自身で事前にご確認いただいた上でご利用ください。

＊McAfee,Inc.又はその関連会社が提供するアプリケーションをダウンロードする必要があり
ます。＊アプリケーションのダウンロード及びウイルス定義ファイルの更新は、パ ケット通信料
がかかります。＊すべてのウイルスの検出を保証するものではありません。

iモードのメールアドレス（＠docomo.ne.jp）をスマートフォンでご利用い
ただけます。またメール自動受信に対応しています。絵文字やデコメール
にも対応しています。

スマートフォンに無限の楽しさが広がるコンテンツマーケット。
「VIDEOストア」「BOOKストア」「MUSICストア」「アプリ＆
レビュー」の４つのストアから、お好みのコンテンツを利用できる。

ドコモ あんしんスキャン

アプリケーションのインストール時などにスキャンを実行してウイルスが検出された際に、
注意喚起メッセージを表示することで、スマートフォンをウイルスの脅威からまもります。
また、「インストールされたアプリケーション、SMS、 microSDカード、パソコン等とのUSB
接続」を通して侵入するウイルスをスキャンします。

ドコモ海外利用アプリ

スマートフォンを海外で利用するための面倒な設定がこれひとつで解決！ 海外事業者設
定・データローミング設定が簡単にできます！

docomo Palette UI

アプリがグループ分けできるので探しやすく、最近使った
アプリもひと目でわかる。自分好みのグループを作り、色
分けしたり、アイコンを並べ替えたり、カスタマイズも可
能。着せ替えにも対応しました。

＊ご利用には電話帳バックアップアプリのダウンロードおよび初期設定が必要です。＊バック
アップ可能なデータには制限があります。

＊別途パケット通信料がかかります。また、アプリケーションによっ
ては、自動的にパケット通信を行う場合があります。紹介している
アプリケーションには、一部有料のアプリケーションが含まれる場合が
あります。＊携帯電話料金のお支払い状況によっては、「ｄマーケット」
のコンテンツをご利用になれない場合があります。＊「ｄマーケット」
上のコンテンツは、ＶＩＤＥＯストアおよびＢＯＯＫストアを除き、
各コンテンツ提供者が提供するものです。＊表示価格は税込です。

メールサービス

「dメニュー」やインターネットのホームページを閲覧したり、音楽やゲームなどのコン
テンツをダウンロードすることができます。

インターネット接続サービス

万一の紛失や削除の際も安心。スマートフォンに保存されている電話帳データをバック
アップセンターに自動で定期的に預けることができます。

電話帳バックアップサービス

スマートフォンコンテンツを購入する際の代金を、毎月のドコモのケータイ料金と一緒
に支払うことができます。

spモード決済サービス

豊富なサービス

月額使用料 無料

お申込み 不要

＊画像はイメージです。

●メールウイルスチェック　●アクセス制限サービス　
●公衆無線LANサービス（月額使用料315円）

オプションサービス

　アプリケーションのインストール時に自動でスキャン！
　定期的に自動でスキャン！
　新しいウイルスに対応！

1

2

3
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F-03D 本体付属品

◎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 端末と接続するにはiモードコネクタの場合、FOMA充電microUSB変換アダプタ T01、USB端子
の場合、PC接続用USBケーブル T01が必要です。※2 端末と接続するには、FOMA充電microUSB変換
アダプタ T01が必要です。※3 端末と接続するには、FOMA ACアダプタ 03との接続が必要です。

○リアカバー F65
○電池パック F23
○タッチペン F02
○ワイヤレスチャージャー F01
○キャリングケース 02
○FOMA 補助充電アダプタ 02※1

○FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01
○PC接続用USBケーブル T01
○FOMA ACアダプタ 01※2

○FOMA海外兼用ACアダプタ 01※2

○FOMA ACアダプタ 02※2

○FOMA DCアダプタ 01※2

○FOMA DCアダプタ 02※2

○FOMA乾電池アダプタ 01※2

○ワイヤレスイヤホンセット 02
○骨伝導レシーバマイク 02
○Bluetoothヘッドセット F01
○Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01
○ワイヤレスチャージャー 01
○FOMA ACアダプタ 03
○ワイヤレスイヤホンセット 03
○海外用ＡＣ変換プラグＣタイプ 01※3

○microUSB接続ケーブル 01
○FOMA DCアダプタ 03
○ポケットチャージャー 01

○F-03D（リアカバー F65、保証書含む）
○電池パック F23
○PC接続用USBケーブル T01

○ワイヤレスチャージャー F01
○タッチペン F02
○microSDカード2GB（試供品）

F-03D オプション

※1 iモードの各種サービスはご利用になれません。ご利用には月額使用料315円（税込）が必要です。
※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の混雑状況に応じて変化
します。※3 ご利用にはspモードのご契約が必要です。通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホー
ダイ フラット」などのパケット定額サービスへのご加入を強くお勧めします。「パケ・ホーダイ フラット」な
どのパケット定額サービスにご加入の場合、パケット通信料は、「パソコンなどの外部機器を接続した通信」
となります。テザリングを有効にした場合、外部機器が接続されていない状態でも、すべてのパケット通信が
「パソコンなどの外部機器を接続した通信」となります。外部機器での通信が終了次第、必ずテザリングを
無効にしてください。※4 対応プロファイル：SPP、OPP、HFP、HSP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP

○

○○○

○/○○○

○○IPX5/8○○

14Ｍbps/5.7Ｍbps ○

サービス／機能対応表

おくだけ充電デコメ絵文字pop/
デコメピクチャpopdocomo Palette UIエリアメール

WORLD WING
（3G＋GSM）

Wi-Fi
（無線LAN）通信速度※2 テザリング※3 Bluetooth※4

ワンセグ防水おサイフ
ケータイspモード※1 赤外線通信

ARROWS Kiss
F-03D

サイズ（H×W×D）

質量

電池

連続通話時間

連続待受時間

ディスプレイサイズ

　　カメラ画素数

　　高感度撮影モード

　　タッチオートフォーカス

　　サーチミーフォーカス

　　追跡フォーカス

　　笑顔シャッター

CPU

メモリ

OS

　　HSDPA/HSUPA

　　GPS

　　Wi-Fi

　　Flash®

　　富士通モバイル統合辞書+

約121×59×10.9mm（最厚部約11.4mm）

約120g

1460mAh

3G：約320分
GSM：約350分

3G：約470時間
GSM：約290時間

3.7インチWVGA（480×800）

アウトカメラ：810万画素　CMOS
インカメラ：130万画素　CMOS

○

○

○

○

○

1.4GHz Single Core

RAM 512MB　ROM 1GB

Android2.3

○（14Mbps）/○（5.7Mbps）

○

○(IEEE802.11b/g/n)

Flash Player 10.3

○

主な仕様

カ
メ
ラ
関
連
機
能

そ
の
他
機
能

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。

豊富なサービス

＊画像はイメージです。 2019



＊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-03Dの操作および本カタログのお問い合わせ先】

総合お問い合わせ 〈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上、おかけください。

ドコモの携帯電話からの場合 一般電話などからの場合

0120-800-000
＊一部のIP電話からは接続できない場合があります。

（局番なし）1   5    1   （無料） 受付時間
午前9：00～午後8：00（年中無休）

＊一般電話などからはご利用になれません。

【Bluetooth/Wi-Fi（WLAN）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/Wi-Fi（WLAN）機器との電波干渉について】Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g/n）は
同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、Bluetoothを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、
通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。
●FOMA端末やワイヤレス接続するBluetooth機器は、無線LANと10m以上離してください。●10m以内
で使用する場合は、ワイヤレス接続するBluetooth機器の電源を切ってください。

● FOMA本体、電池パック、ACアダプタ、ドコモminiUIMカード（FOMAカード）などのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説
明書」をよくお読みください。 ● F-03Dはiモード機能（iモードメール、iモードのサイト（番組）への接続、iアプリ®など）には対応
しておりません。 ● 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。 
● 連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態で使用できる時間の目安であり、連続待受時間は、電波を正常に受信できる
状態で移動した場合の目安です。画像の撮影や編集、ワンセグの視聴、メールの作成、メディアプレーヤー、Bluetooth機能の使用、
データ通信などによって、通話（通信）・待受時間は、短くなります。 ● 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。 ● 電池パックの充電状態、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、または弱い）などにより、通話（通信）・待受時間が半分程度になった
り、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。 ● お客様ご自身でFOMA本体、ドコモminiUIMカード（FOMAカード）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。情報内容の変化・消失に関し、当社は何らの義
務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。 ● F-03Dはパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリ
ケーションによっては、お客様のFOMA本体の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やFOMA本体に登録された個人情報
などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーショ
ンなどの提供元および動作状況について十分にご確認のうえご利用ください。 ● F-03Dは、データの同期や最新のソフトウェ
アバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となって
います。また、動画の視聴などを行うと、大量のパケット通信が発生します。このため、「パケ・ホーダイ フラット」などのパケット
定額制サービスのご利用を強くおすすめします（なお、「パケ・ホーダイ フラット」ご契約の場合、短期間で上限額に達します）。 
● 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、まれにお客様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。 ● 日本国内においては、ドコモの提供するFOMAネットワークサービス以外ではご使用
になれません。 ● ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。 ● 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。 ● 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。

Bluetooth機能が使用する周波数帯
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。

＜Bluetooth/ Wi-Fi（WLAN）の周波数帯について＞ 
端末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。

ご利用にあたってのご注意

Wi-Fi機能が使用する周波数帯
①2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
②DS/OF：変調方式がDS-SS方式、OFDM方式であることを示します。
③4：想定される与干渉距離が40m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可能であることを意味します。
＊航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

●IPX5/8の防水性能。●F-03D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。●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）●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。

［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。●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は防水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性能を有してい
ません。●規定以上の水流（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。本体は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。●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。●本体は水に浮きません。●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。［防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず必ず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本体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。］

2011.10

DC0110

＜防水性能について＞

このカタログには植物油インキを使用しています。

本カタログの内容は2011年10月現在のものです

◎「FOMA」「WORLD WING」「iモード」「パケ・ホーダイ」「トルカ」「spモード」「spモードフィルタ」「おサイフケータイ」
「デコメ」「デコメール」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。◎Google、Android、YouTube、Android
マーケット、Google マップ、モバイル Google マップおよびAndroidロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
◎Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fiロ ゴ お よ びWi-Fi CERTIFIEDロ ゴ はWi-Fi Allianceの 登 録 商 標 で す。◎Wi-Fi 
CERTIFIED™、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。◎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。
◎「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。◎「ATOK」は株式会社
ジャストシステムの登録商標です。◎「サクサクタッチパネル」は、富士通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。◎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。
◎　　　は、SRS Labs, Inc.の商標です。TruMediaTM技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンス
に基づき製品化されています。
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