


快適な使い心地を
いつまでも。
コミュニケーションの基本である

「見やすさ」「聞きやすさ」など、

長年追求し続けてきたこだわりはそのままに、

写真撮影やインターネット検索まで思いのままに楽しめる

らくらくスマートフォン me。

めざしたのは、楽しく、快適に、ずっと長く使い続けられる1台。

さぁ、ワクワクのスマートフォンライフは、もうすぐそこです。

見やすい見やすい、聞きやすい聞きやすい、使いやす使いやすい

長く使い続けられ長く使い続けられるサポートも充実サポートも充実

カメラもメラもインターネットも思いのままのまま

21 ※画像はイメージです。　



43 ※画像はイメージです。　

持ちやすさと使いやすさを
両立させたデザインです。
スマートフォンが初めての方でも自然と手になじむ、
丸みを帯びた優しい形状に仕上げました。
正面パネルを全色ブラックに統一したことで、
丸みのシルエットがいっそう際立ちます。
また、ホームキーの周りを各カラーで縁取り強調するなど、
使いやすさにも配慮しています。

幻想的なダイヤモンドダストをイメージ。
キラキラとした表情を高輝度メタリックと
艶により面全体で表現したブルー。

（ ブルー ）

（ ゴールド ）

重なり合った桜の花びらのように、
しっかりと色味を感じられる
奥深さが印象的なピンク。

（ ピンク ）

月夜の水面のような
穏やかな光を素材で表現。
表面に絶妙な青い彩りと
明るさを持つ、
優しい雰囲気のブラック。

（ ブラック ）

ほんのりと赤味を帯びる
ことで温かみを持ち、
煌びやかだけでない
優しさと華やかさを
併せ持ったゴールド。
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●サラサラコートディスプレイplus
指紋や皮脂を目立たなくし、
画面の美しさをキープ。

●サイドキー
自然と握る位置に
配置しているから
押しやすい。

●ウルトラタフガードplus
塗装を何層も重ねているから
剥がれにくくキズもつきにくい。

●受話口
場所がわかりやすく、
聞き取りやすい。

●カメラボタン
大きくて
押しやすいから、
シャッターチャンスを
逃しにくい。

使いやすさへのこだわりを、すみ ずみにまで追求しました。

●日本語表記
しっかりと日本語表記しているから
各キーの役割がわかりやすい。

●ダブルマイク
2つのマイクで周囲の騒音を取り
除き、クリアな声を相手に届ける。

●ハードボタン
ホームキーは押しやすくて
使いやすいボタン形状。

●  
強化ガラスを備えたことで、
画面にキズがつきにくい。

65 ※画像はイメージです。　



本体を握る手や指が画面の端にか
かってしまっても誤作動してしまう
ことはありません。スマートフォン
をしっかり握りながらあんしんして
操作することができます。

らくらくスマートフォン用に、ボタンの大きさ、視認性、画面レイアウトなど、さま
ざまな視点からメニューを開発。使用頻度やカテゴリを考慮した機能配置や、重
要な情報には色をつけて強調するなど、見やすさと使いやすさを追求しました。
迷わず使えるタッチメニューです。

見やすさと使いやすさを両立した画面です
（タッチメニュー）

スマホデビューでも使いやすい、こ　だわりのメニュー画面。

すぐに登録相手に電話をかけられる
9件のワンタッチダイヤルボタン。
アイコン表示もできるので、どこに
誰を登録したかひと目でわかって
便利です。

■わかりやすい表示で
　使いやすい短縮ボタン

アイコンは
全15種！

新着表示などがひと目でわかるの
で、大切な情報を
見逃しません。

■重要な情報には
　色をつけて強調

便利なワンタッチダイヤル
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反応する

反応しない

反応する

タッチ操作の際、パネルのどの部分
を押したいかを指の角度から自動
で検知。パネルの端など指が届き
にくい場所でも、しっかりと入力で
きるので便利です。

届きにくいボタンもしっかり押せます（おまかせタッチ）

反応しない

押したいボタンだけが反応します
（うっかりタッチサポート）

87 ※画像はイメージです。　



見ている間は画面が消えない「持ってる
間ON」機能を採用。本体を持っている
間だけでなく、見つめている間も画面が
消えません。じっくりとメールやWebを
閲覧するときなどに最適です。

時間をかけてメールが
読めます

さらに、インカメラが
目線を判断して
画面を常時点灯！

傾き・揺れを検知して
画面を常時点灯！

（持ってる間ON）

スマホデビューでも使いやすい、こ　だわりのメニュー画面。

（ 地図アプリ画面）
（ 通常のホーム画面）（ カラフルなホームテーマ）

（メール画面）

（トップ画面） （着信画面） （アルバム） （ホーム画面）

（ホーム画面）

一般的なスマートフォン以上に「わかりやすさ」を大切に考えた、らくらく
スマートフォン　me。どの画面も見やすくわかりやすいデザイン・表示内容な
のであんしんして使えます。

各種画面もわかりやすさにこだわりました

カメラキーを長押ししている間
は、画面を拡大。さまざまな画
面をボタン1つで拡大できて
便利です。

画面の拡大も
思いのままです

迷うことなく操作ができる工夫が満載です

（いつでもズーム）

中心をキープした
まま画面内が拡大！

自分が見やすい
倍率に一度
合わせたら
次回の拡大時も
その倍率に自動で
なるので便利！

※ホーム、カメラ、文字入力、電話
アプリ使用中など、カメラキーに機
能が設定されているシーンでは、拡
大非対応です。

重要な情報は、画面の
目立つ位置に表示

画面下に
できる操作を表示

画面の切替も
わかりやすい

次に行う操作を
お知らせ

切れた部分を
表示し、続きが
あることを
おしらせ

押すことを
連想できる
立体感のある
ボタン

シンプルな通常のホーム画面に加えて、
機能ごとに色がわかれたカラフルなテーマ
カラーをご用意。使いたい機能を色で判別
できるので、迷うことなく操作できます。
ホームのテーマカラーは、気分やスタイル
に合わせて、いつでも変更が可能です。

カラフルな
テーマカラーもご用意

109 ※画像はイメージです。　



画面は約4.5インチ有機ELディスプレイ。さらに画面
解像度はHD（720×1280）なので写真や動画もより
キレイに楽しめます。

キレイで見やすい、目にやさしい  画面。

どこでもキレイな画面を楽しめます　

色鮮やかな有機ELディスプレイに加えて、周囲の環境を照度センサーで検知し、
画面の明るさを自動で調整します。

周囲の環境に合わせて明るさを調整します

年齢とともに変化する色覚特性に合わせて、画面の色味を自動で調整。識別
しやすい配色に調整します。

年齢に合わせて見やすい色味にします（あわせるビュー）

〈原寸〉

高い色再現性で
いつも鮮やかで
美しい色調に！ ※文字サイズの変更はメールのみの適用となります。キレイに楽しめます。

〈原寸原寸〉〉

美しい色調に！

メール閲覧時には、「小」「標準」「大」「より大」「最大」の中から文字サイズを
選択可能。自分に適した文字サイズで、メールがらくらく楽しめます。

メールの文字もはっきり読めます

濁点・半濁点を
大きくし区別を
つけやすく

手書き文字に
近づけて
理解しやすく

はなれを明確にし、
かたちの似た文字を
判別しやすく

メール受信画面 〈原寸〉 文字サイズ設定：最大メール受信画面 〈原寸〉 文字サイズ設定：大

濁点・半濁点や文字のはなれた部分を明確にした、読みやすいUD（ユニバーサル
デザイン）新丸ゴシックを採用。見やすさにこだわりぬいた書体です。

見やすさにこだわった書体です

1211 ※画像はイメージです。　



ケータイよりも操作がしやすい文字 入力。

各行のボタンを長押しすると、押した行のすべての文字がポップアップ表示さ
れます。「お」や「こ」など母音に“お”がつく文字も、ボタンを2回押すだけで文字
入力が可能です。

ケータイよりも素早く打てます 音声や手書きでも入力できます　

文字が大きくて見やすいボタンを採用し
ました。さらに、ボタン入力時に出る文字
も大きく見やすいので、今押している
文字をしっかり確認できます。

入力文字が確認できます　

「あ」のボタンを長押しすると
「あ行」すべての文字が表示

「お」も2タッチ目で入力可能！

2タッチ

■音声で文字を入力できる
メールなどの文章を音声で入力することができます。口頭でメール作成が
行えるので便利です。

■ 手書き感覚で文字を入力できる
大画面を活用しての手書き入力に対応。漢字は
もちろん、絵文字や英数字にも対応しています。
文字種を切り替えることなく、スムーズに入力
できて便利です。

久しぶりです

何度もボタンを押さずに
済むからとってもラク！
文章入力がもっと楽しく！

押した行の文字がすべてポップアップ表示

※「ケータイ入力とらくらくタッチ入力」、及び「らくらく２タッチ入力」に設定した場合の動作となります。

※「ケータイ入力とらくらくタッチ入力」、及び「ケータイ入力」に設定した場合の動作となります。
1413 ※画像はイメージです。　



思った通りの文章が打てる優れた 文字変換。

ジャストシステム×富士通の共同開発による「Super ATOK ULTIAS for らくら
く」を搭載。長文を一括変換してくれる“かしこい変換機能”や、作成したい文章
を素早く入力できる“豊富な単語数”など、初めてのスマートフォンでもあんし
んの文字入力サポート機能が満載です。

難しい言葉や長文なども正しく変換します

豊富な単語数で、難しい漢字や英語、住所の入力などもかんたんに行えます。

住所や英語入力もらくらく行えます

入力した言葉に合わせて次の言葉を予測したり、入力し
た文章を一気に変換・確定できるので快適です。誤入力
した文字も自動で修正してくれます。

前後の文脈を理解して正しく変換します

（一般的な文字入力） （Super ATOK ULTIAS for らくらく）

（Super ATOK ULTIAS for らくらく）（一般的な文字入力）

ほかにも快適な文字入力を支える多彩な便利機能が満載

一度入力すれば、長期間予測候補に
表示されて変換もスムーズ！

地図アプリでは地名を、電話帳では
人名を優先的に表示！

スムーズに入力したい！

方言でメールを打ちたい！

入力したい単語を素早く見つけたい！

記号などの打ち間違いを防ぎたい！ 日本全国の方言（6地方辞書＊）に
対応しています。変換候補に全角／半角を区別して表示！

＊北海道・東北、関東、中部・北陸、関西、中国・四国、九州地方。

長文も正しく
一発変換！

「めじろ」で住所も
変換候補に

表示されて便利！

「おめでとう」で
英単語も変換候補に

表示される！

こんなときに便利です！

入力例 ： ちかくかびんではがいたい

（Super ATOK ULTIAS for らくらく）（一般的な文字入力）

1615 ※画像はイメージです。　



1817 ※画像はイメージです。　

ランドセル
ありがとう！

受話口の位置がわかりやすいので、耳に合わせやすく通話音声をしっかり聞き
取ることができます。また、受話音量は8段階の大きさで設定可能。大音量スピー
カーを背面に搭載しているので、テレビやラジオの音声も聞き取りやすいです。

相手の声の速度を落として、より聞き取りやすくするゆっくりボイス。
相手が早口で話してもあんしんして聞き取ることができます。

通話はもちろんテレビもラジオも聞きやすい

聞きやすく、伝えやすい、優れた通 話性能。

相手の声がゆっくり聞こえます

最適な使い心地を提供する富士通独自の
センシング技術「ヒューマンセントリック
エンジン®＊2」とドコモの強いLTEネットワーク
が実現した音声通話サービス「VoLTE
（HD+）」に対応したことで、より高品質で、
雑音の少ない通話が可能となり、周囲の環
境が騒がしくても、よりはっきりと聞き取り
やすくなりました。

基本性能である「通話」にこだわりました　

＊1 ドコモのVoLTE対応機種同士で日本国内のLTEエリアでの通話でご利用可能です。WORLD WINGで
　 の利用可能エリアは、ご利用の機種により異なります。詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。
＊2 「ヒューマンセントリックエンジン」は富士通株式会社の登録商標です。

【受話音量レベル】

らくらくスマートフォン  me  8段階
※テレビやラジオの場合は、16段階になります。

（ VoLTE（HD＋）＊1 × ヒューマンセントリックエンジン® ）

（ 大きな受話口／大音量スピーカー ）

はっきり
ボイス

あわせる
ボイス2

ダブル
マイク

ゆっくり
ボイスさらに聞きやすい！

雑踏の中でも通話が快適！

（ ゆっくりボイス ）

人混みでもストレスなく聞こえます （はっきりボイス ）

あらかじめ自分の年齢を入力することで、相手の声をあなたに合わせて聞きや
すく自動調整します。また、サンプル音の中から、自分の聞き取りやすい音質を
選ぶこともできます。

年齢に合わせて聞き取りやすくします
（ あわせるボイス2）

2つのマイクを搭載。周囲の騒音を検知すると、自動的に雑音を抑えます。環境
に合わせて、自分の声がより聞き取りやすい音声で伝わります。

自分の声をはっきり伝えられます （ ダブルマイク ）

周囲の騒音を検知すると、音域ごとに相手の声を強調して聞き取りやすくします。

受話口サイドボタンで音量設定

らくらくホン7  6段階
高精細な映像と高音質な音声で、お子さんや
お孫さんの顔を見ながら話せるビデオコー
ルが利用可能です。言葉だけでは伝えづらい
ことも伝えることができます。

相手の顔を見ながら話すことができます（ビデオコール）



購入後もあんしんの、充実サポート。

送信者

※あらかじめ設定が必要です。

電話帳に未登録の番号から電話がかかって
きたとき、発信者側に迷惑電話対策を設定
している旨を自動で伝えます。万一、迷惑電
話だった場合でも、相手を牽制できるうえ、
会話も録音されるのであんしんです。

電話による詐欺被害を抑止します （迷惑電話対策）

迷惑メールの可能性のあるメールやSMS
を開封する際に注意喚起を行うことで慎重
な行動をうながします。

迷惑メールを自動で判定します（らくらく迷惑メール判定）

迷惑メール

利用状況（歩数計の歩数や電池残量など）や自身の体調情報を、あらかじめ指定し
た「つながりメンバー」へ自動でお伝えできるサービスです。離れたご家族などに
元気な様子をお知らせでき、あんしんです。

遠方のご家族の安否を確認できます
（つながりほっとサポート）

※ドコモメール、SMSに対応しています。
※迷惑メールについて詳しくはp38をご覧ください。

専門のアドバイザーが操作方法などをやさしく教えてくれる、「らくらくホンセン
ター」。専用ボタンを押すだけで、ワンタッチでつながります。

わからないことは無料で電話相談ができます

● 番号をよくお確かめの上、おかけください。
● 携帯電話・PHS（他社）からもご利用になれます。
● 一部のIP電話からは接続できない場合があります。受付時間：午前9時～午後8時（年中無休）

らくらくホンセンターへは直接ダイヤルでもつながります

（らくらくホンセンター）

わからないことを教えてくれます （ヘルプボタン）

各機能の画面上に表示された 　 を押すだけで、
らくらくスマートフォン meのさまざまな使い方
をかんたんに調べることができます。いつでも
どこでもわからないことをその場で調べられる
ので便利です。

操作方法が画像でわかりやすく説明された「かんたん操作ガイド」を同梱。大きな
文字表記はもちろん、項目ごとの色分けや、わかりやすいイラスト説明までつい
ているなど、便利な工夫が満載です。

わかりやすい、かんたん操作ガイド付きです

どこでもヘルプを
かんたんに呼び出す

やさしい言葉で
わかりやすく説明

発信者 自分

おれだよ、
おれ

自分

2019 ※画像はイメージです。　



外出先でも気軽にテレビが観られます

購入後もうれしい、充実性能。

地上デジタルテレビジョン放送の「ワンセグ」が視聴できます。観たい番組を
外出先でも視聴可能です。

外出先でも気軽にテレビが観られます
電池切れを気にせず使える2,100mAhバッテリーを搭載。
こまめに充電する必要もなくなるので、旅行などにも便利です。

通話や動画を長く楽しめる電池持ち時間です

話題の電子マネーを、らくらくスマート
フォン meでも使えます。使い方もとっ
てもかんたん。コンビニや自販機での
お支払いもスピーディに行えます。

かざすだけでショッピングが楽しめます
（おサイフケータイ）

米国国防総省が定めたMIL規格の14項目に準拠。耐久試験をクリアし、日常
づかいをはじめ、豪雨や雪山などのさまざまな環境で、安心して使えます。

環境や場所を選ばず使える、あんしん設計です

■MIL規格14項目に準拠したタフネスボディ

低圧保管低圧動作低温保管
（-30℃固定）

低温動作
（-20℃固定）

高温保管
（70℃固定）

高温動作
（60℃固定）

塩水耐久

しんし ぼうじん

耐振動落下防塵
（6時間風速有り）

防水（風雨）防水（浸漬）

※米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）の14項目、防水(浸漬)、防水(風雨)、防塵（6時間風速
有り）、落下、耐振動、耐日射（連続）、防湿、塩水耐久、高温動作（60℃固定）、高温保管（70℃固定）、
低温動作（-20℃固定）、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管に準拠した試験を実施。
※状況や環境によっては、動作を保証できない場合があります。

水まわりや、ガーデニング時にもあん
しんの防水・防塵性能に対応。アクティ
ブな毎日をしっかりとサポートします。

■ 毎日の生活に便利な防水・防塵対応（IPX5/8・IP6X）

富士通独自の耐衝撃構造と26方向からの耐衝撃落下テスト
の実施により、スマートフォン落下時にありがちな画面割れ
のリスクを抑えます。

■ 高さ1.2mからの落下にも耐えうる設計

※防水・防塵性能について詳しくは
　P38をご覧ください。

※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。
※録画には対応しておりません。

防湿耐日射
（連続）

※無故障・無破損を保証するものではありません。
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ケータイよりも、キレイ ・ かんたん ・  楽しく撮れる。

高感度・低ノイズと多彩な撮影機能を実現する、富士通独自の高性
能画像処理エンジン「GRANVU（グランビュー）」を搭載。ハイクオ
リティな写真撮影を手軽に楽しめます。

大切な思い出を美しく保存できます　
（グランビュー ＆約1310万画素カメラ）

写真と動画を同時に撮影できる｢スマイルムービー｣なら、シャッター直前の約3秒間
も自動で動画保存されます。とっておきのベストショットに加えて、何気ない自然な
仕草も大切な思い出として再生することができます。動きのあるシーンなどでベスト
の瞬間を逃しても、いつの間にか動画保存されているので便利です。

被写体の動きや表情まで楽しめます
（スマイルムービー）

静止画撮影中に動画を撮りたくなったらワンタッチで
切り替え可能。大切なシーンを逃すことなく、動画撮影
が行えます。

本格的な動画撮影もかんたんです
（クイック動画切り替え）

写真整理に優れたアルバムをご用意。撮りためた写真
は日付ごとにフォルダ分けできるので、大切な記念日
の写真なども素早く探せます。さらに、特に好きな写
真だけを保管できる「お気に入りフォルダ」（★ボタン）
を活用すれば、お孫さんの笑顔などもかんたんにまと
めることができます。

見たい写真をすぐに探せます
（アルバム）

被写体にタッチするだけでかんた
んにピントが合い、シャッターを
切ることができます。迷うことな
く直感的に操作ができるので、
撮りたい瞬間を逃しません。もち
ろん、押しやすいカメラボタンで
の撮影も可能です。

ピント合わせもタッチひとつで行えます
（タッチシャッター &サイドキー撮影）

■高性能センサー
美しく撮影することが難しい薄暗いシーンでも、人物
や風景を明るくキレイに撮影することができます。

サイドキーでも撮影可能！

静止画　　   動画 切り替えボタン

※切り替えボタンは人の顔を検出時に、青くなります。

シャッターシャッター前の約3秒間を
自動で  動画  を保存

カメラ起動 顔検出

2423 ※画像はイメージです。　



見たいサイトも、調べ物も、とっても スムーズ。

検索ボタンを押すと「通常検索」に加
えて、調べ物に便利なカテゴリが一覧
で表示される「らくらくワンタッチ検
索」をご用意。気になるカテゴリボタン
を選択するだけで検索候補が絞り込
めるので、よりかんたんに目的の探し
物が見つけやすくなります。

天気、ニュースなど知りたい情報へかんたんにアクセ
スできるdメニューを、らくらくスマートフォン向けに
ご用意。ホーム画面に専用のボタンを配置したうえ、
メニュー構成がシンプルでわかりやすいので、手軽に
インターネットを楽しめます。

お役立ち情報を手軽にチェックできます （dメニュー）

ホーム画面上に、ブックマークし
たサイトのショートカットボタン
を配置できます。わざわざブラ
ウザを開いてから探すことなく、
よく閲覧するサイトにすばやく
かんたんにアクセスできます。

みんながインターネットをかんたんに楽しめるよう、らくらくスマートフォン専用
ブラウザを搭載。よく使う検索ボタンや、ブックマークボタンが常に表示されて
いるので、見たいサイトや気になるサイトにすばやくアクセスできて便利です。

はじめてのネット検索もらくらく行えます

気になる言葉の
さまざまな情報をらくらく表示

（らくらくワンタッチ検索）

お気に入りサイトへ
すばやくアクセス

常時表示の
「戻る」
「履歴」
「メニュー」
ボタンで操作も
かんたん

（ブックマーク）

見たい
ブログをいつでも

どこでも

今夜の天気を
すばやく確認

はじめて
訪れる場所でも
あんしん

（インターネット）
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趣味と仲間づくりをかんたんに楽し める、らくらくコミュニティ。

「らくらくコミュニティ」は趣味や生活に役立つクチコミや、面白い情報が満載
のインターネットサービスです。趣味の合う人との交流はもちろん、見るだけで
も十分に楽しめます。利用料が無料＊なうえ、誤って個人情報などを投稿しな
いように専門スタッフが24時間確認しているため、初めての方でもあんしん
して楽しめます。

初めてでもあんしん。
多彩なサービスを無料＊で楽しめます

投稿には、何気ない日常の
一コマから、ほろりとする
感動話、生活に役立つアイ
デアまで、さまざまな内容
があります。同じ年代だか
ら話せたり、理解できるこ
ともあります。ここでしか
出会えない投稿を皆さん
日々楽しんでいます。

このアイコンから
かんたんに
はじめられます

＊ご利用には別途パケット通信料がかかります。

審査結果

気軽に楽しめる
身近な生活や
趣味の話題、
役立つ情報が
満載！

※イベントやコンテスト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。

（記事詳細）（テーマ一覧）

らくらくコミュニティでは、期間限定イベント
やコンテストを定期的に開催。中でも人気
はフォトコンテスト。らくらくスマートフォン
でうまく撮れた写真があったら気軽に投稿
してみましょう。『みんなのコメントが嬉し
い』『腕を競うのが楽しい』など利用者から
も大好評です。

みんなで楽しめるイベントやコンテストも人気です
（イベント・コンテスト）

さまざまな内容の投稿・コメントが1日1万件以上！
（掲示板）

●利用料はすべて無料＊　

●専門スタッフが24時間チェック
あんしん
ポイント！

フォトコンテスト9月
「決定的瞬間」

作品名
「かえるんピック 
鉄棒編」
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ヘルスケアサービス「ララしあ」で、 元気に楽しく健康管理。

管理栄養士監修の健康にまつわるさまざまなお題が定期的
に更新される「健康ミッション」をご用意しています。テーマ
に沿った写真を撮影して送るミッションや、健康コラムを読
んで答えるクイズなど、日常生活がもっともっと楽しくなる
コンテンツが多数。これらのさまざまなミッションに挑戦する
ことで、楽しみながら健康知識を蓄え、自然と継続的な健康
習慣を身につけることができます。

自分自身やご家族の気になる体調や生活習慣、今後のことなど
を、医師や専門家にいつでも何度でも相談できるQ&Aサービス
で、周りの人に相談しづらいカラダやココロの悩みを匿名であん
しんして相談できます。

「Lalas ia（ララしあ）」は、生きがいややり
がいを感じる場を提供し、健康を損なう生
活環境に変化を与えるサービスです。見
やすくわかりやすいUIで、あんしんしてご
利用いただくことができます。写真投稿や
クイズなどで、ポイントを貯めながら楽し
く健康知識や習慣が身につくミッション
や、医師や専門家とのQ&A相談、健康に
ついてユーザー同士が語り合える掲示板
など、さまざまな健康に関するコンテンツ
を提供します。

※ご利用には別途パケット通信料がかかります。※内容は変更の可能性があります。※一部有料のサービスとなります。

毎日引けるおみくじや、各種ミッションの達成などにより、ポイン
トがもらえます。貯まったポイントはさまざまな賞品と交換するこ
とができます。

毎日の健康づくりを
スムーズにサポートします

楽しみながら健康生活を続けられます

気になるカラダのことをプロに相談できます

貯めたポイントは賞品と交換できます

楽しく健康を目指せる健康ミッションがたくさん！

『朝食を食べよう』『たんぱく質を摂ろう』
『空の写真を撮ろう』『お散歩しよう』『旅行に行こう』etc…

『減塩をしましょう』『100歳まで歩ける体を目指しましょう』
『しっかり歯を磨きましょう』etc…

写真投稿

コラム

※対象機種に関しては富士通のホームページでご確認ください。
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ひとりでも、みんなでも楽しめるゲ ームがたくさん。

※ご利用には別途パケット通信料がかかります。

「2枚カルタ」

「お魚ですが、変ですか？」

「穴埋め計算」

東北大学 加齢医学研究所 川島隆太教授監修「みんなで脳力ストレッチング」を
プリインストール。記憶力や集中力、頭の回転速度などの向上が期待できる
ゲームがたくさん楽しめます。

ゲームとしてだけでなく、知的頭脳ス
ポーツとしても多くの人に愛されて
いる麻雀。らくらくスマートフォン 
meでは、コンピュータと対局ができる
「一人打ち」をはじめ、インターネット
上から相手を探せる「フリー対局」、定
期的に開催される「麻雀大会」など、
さまざまな遊び方を楽しめます。

リバーシ、将棋、ナンバープレイスといった定番ゲームもご用意しています。

麻 雀

リバーシ 将棋 ナンバープレイス

みんなで脳力ストレッチング

定番ゲーム

麻雀初心者の方や、一人で楽しみた
い方は「一人打ち」がオススメ。繰り返
し挑戦することで、どんどん腕を上げ
よう！

経験者や、強者との対戦を楽しみ
たい方は「上級者大会」がオスス
メ。全国にいる猛者たちに、自分の
強さをアピールしよう！

麻雀を通してよりコミュニケー
ションを深めたい方には「スタン
プ機能」がオススメ。対局中に自
身の感情を、相手にわかりやすく
伝えられます。
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■電卓 ■スケジュール ■メモ ■お知らせタイマー 
■ボイスレコーダー ■らくらく写真転送 ■QRコード読み取り   
■拡大鏡 ■Document Viewer ■パソコンメール ■電話帳  
■データ保管BOX ■おすすめアプリ ■iコンシェル 

■歩数計  ■楽しく健康 ララしあ ■トルカ ■おサイフケータイ ■dポイント

■テレビ ■radiko.jp for Android ■スゴ得コンテンツ ■iチャネル 
■ゲーム ■フォトコレクション ■NHKラジオ ■dエンジョイパス

■はなして翻訳  ■ドコモ海外利用

■お客様サポート ■遠隔サポート ■災害用キット ■あんしんスキャン 
■データコピー ■つながりほっとサポート ■安心データ保存

ホーム画面から直接使える多彩なアプリ

買ってすぐに楽しめる、豊富な内蔵  アプリ。

ほかにも便利で楽しいお役立ち内蔵アプリが満載です

便利ツール

自慢の写真や動画を通信料0円で共有できます
（らくらく写真転送アプリ）

Playストア             　 カメラ・ビデオ 　 dメニュー/検索  

アルバム 　 dマーケット 　らくらくコミュニティ 　 しゃべってコンシェル　

LINE 　乗換案内 　目覚まし 　地図 

らくらくホンセンター 　使いかたガイド ※別途パケット通信料がかかります。
人気のLINEを楽しめます！

便利な写真転送アプリを内蔵しました。上手に撮れた写真や動画を、かんたんに
相手と共有できます。しかも、通信料がかからないので、大容量のデータも
あんしんして送れます。

大容量の写真や動画を、
0円でたくさん送れます。

らくらく写真転送アプリなら、大容量デー
タ送信もパケット代0円。料金を気にする
ことなく気軽にたくさん転送できます。

これまで送信に時間がかかっていた大容
量データも高速で転送が可能。ストレスフ
リーで写真や動画の交換が楽しめます。

富士通のarrows Tab（F-02K）に転送
すれば、ケーブルを使うことなく大きな
画面で自慢の写真や動画を楽しめます。

転送方法も本体同士
（フェリカマーク）を
近づけるだけ！

らくらく
スマートフォン

me
（F-03K） arrows Tab

（F-02K）

らくらく
スマートフォン

me
（F-03K）

すごく
キレイ！

写真や動画
送っちゃお

撮影した
写真や動画

健康・ショッピング

エンターテインメント

トラベル

あんしんツール

いちどにたくさんの写真や動画を、
あっという間に交換できます。

タブレットに送れば撮った写真や
動画を大画面で楽しめます。

※対象機種に関しては富士通のホームページでご確認ください。

転送
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話題のアプリも、人気書籍も、らく らくダウンロード。

検索窓の横にあるマイクアイコンを押したあとに、探したいキーワードを話し
かけるだけで即座に検索できます。

音声入力で欲しいものを即座に検索できます

何百万ものアプリを思う存分楽しめます

　　　　　　（グーグルプレイ）とは、　　　    が提供するアプリ・映画・音楽
などの配信サービスです。らくらくスマートフォン meでも利用ができるよう
になりました。これからは、たくさんのアプリや、人気のゲーム、話題の映画・
音楽・書籍などを、自由に楽しむことができます。家族と一緒に楽しみたかった
あのアプリも、見逃していたあの映画も、すぐに手に入れられます。コミュニケーション

アプリで
みんなと楽しく

SNS

見たかった
映画やあの本を
外出先でも

映画
電子書籍

気になる
ニュースを
すばやく
チェック

ニュース

人気ゲームや
歴代の名曲を
好きな時間に

ゲーム
音楽

人気ゲーム

3635 ※画像はイメージです。　
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［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。●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。
［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、リアカバー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。●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。端末は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。●万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や土など
が付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。●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。●水道水に浸けるときは、30分以内としてください。
●端末は水に浮きません。●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、リア
カバー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。］

防水／防塵性能について

ご利用にあたってのご注意
●らくらくスマートフォンme本体、電池パック、ACアダプタ、ドコモnanoUIM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。●らくらくスマートフォンme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、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
でらくらくスマートフォン me本体、ドコモnanoUIM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。●らくらくスマートフォン 
me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、パケット定額制サービ
スのご利用を強くおすすめします。●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。

〈迷惑メールについて〉
迷惑メールとはドコモメール、SMSなどで面識のない不特定の者から、口座への振り込みなどの現金をだまし取る内容（架空請求・融資
保証金詐欺）などのメールです。

＊1 使用する外部メモリのメーカーにより、最大対応容量は異なります。最新の対応状況について、詳しくはメーカーホームページなど
でご確認ください。また、機種・コンテンツにより制約があります。＊2 通信速度は、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 東名阪の一部エリアに限ります。 ＊4 高音質通話、ビデオコール、海外ローミング等に対応。 ＊5 Bluetooth機器の特性や仕
様によっては、操作方法が異なったり、データのやりとりができない場合があります。対応プロファイルについて、詳しくは「ドコモのホー
ムページ」をご確認ください。 ＊6 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、通信機器としての機能を有することを意味します。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通信機器としての機能を有することを意味します。＊7 IP6Xとは、保護度
合いをさし、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに内部の塵埃が侵入
しない機能を有することを意味します。 ＊8 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。ワンセ
グ放送の受信状態をよくするためには、アンテナを十分引き伸ばしてください。また、アンテナの向きを変えたり、場所を移動することで
受信状態が良くなることがあります。ワンセグサービスについて、詳しくは「一般社団法人 放送サービス高度化推進協会のホームペー
ジ」（www.apab.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。＊9 必要最低限の機能のみ動
作させることで、待受状態を長持ちさせることができます。 ＊10 FeliCa方式のサービスのみご利用になれます。機種によりご利用にな
れないサービスがございます。＊11 アメリカではLTEネットワークに対応していません。WORLD WINGの通話・通信料は国内での通
信を対象とした各種割引サービスの適用対象外です。海外でのご利用について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

オプション

ドコモnanoUIMカードでのみご利用になれます。ドコモminiUIMカード、ドコモUIMカード（FOMAカード）ではご利
用になれません。なお、ドコモnanoUIMカードは、対応機種以外ではご利用になれないほか、ドコモminiUIMカード、
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になれなくなる場合があります。

主な仕様
サイズ（H×W×D）
質量
OS
CPU
内蔵メモリ（RAM／ROM）
外部メモリ　最大対応容量＊1

バッテリー容量　　　　　　　
連続待受時間
連続通話時間
ディスプレイ
アウトカメラ
インカメラ
受信時／送信時 最大速度＊2

VoLTE対応
PREMIUM 4G対応 （LTE-Advanced）
Wi-Fi（対応通信規格）
docomo  Wi-Fi
テザリング同時接続数
Bluetooth（対応バージョン）
赤外線通信
防水／防塵
ワンセグ／フルセグ
非常用節電機能
生体認証（ログイン・決済）
GPS／オートGPS
おサイフケータイ
エリアメール
WORLD WING
スグ電

約137mm×約67mm×約9.9mm
約138g
AndroidTM 7.1
MSM8953（2.0GHz オクタコア）
RAM：2GB／ROM:16GB
最大256GB(microSDXC)
2,100mAh
LTE:約560時間  3G：約640時間  GSM：約490時間
LTE :約800分  3G：約670分  GSM:約610分
約4.5インチ HD 有機EL（720×1,280）
有効画素数  約1,310万画素
有効画素数  約500万画素
最大150Mbps＊3／最大50Mbps
○＊4（HD+対応）
ー
○(IEEE802.11a/ b/ g/ n/ ac)
○
Wi-Fi：10台  Bluetooth：4台  USB：1台
○（4.2）＊5

ー
IPX5/8＊6／ IP6X＊7

○＊8／ー
○＊9 非常用節電モード
ー
○／○
○（FeliCa搭載）＊10

○
○＊11

○（一部対応していない機能があります）

【 対応「○」、非対応「ー」】

◎｢おサイフケータイ｣は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。◎「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。◎Google、
Android、Google Playおよびその他のマークはGoogle LLCの商標です。◎Wi-Fi®、Wi-FiロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。◎SD、
microSD、microSDHCおよびmicroSDXCはSD-3C,LLCの商標です。◎Bluetooth®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。◎CorningとGorillaは、Corning Incorporatedの登録商標、Native Damage Resistanceは、同社
の商標です。◎「あわせるボイス®」「Human Centric」「ヒューマンセントリックエンジン」とそのロゴは、富士通株式会社の登録商標です。◎
「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。◎LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。◎その他、本誌に記載されている会社名・商
品名・ロゴは、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。

＊F-03K本体と接続するには、ACアダプタ 03との接続が必要です。
※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。

■本体付属品
○電池パック F35  ○卓上ホルダ F46  ○リアカバー F90　
○らくらくスマートフォン meをお使いになる前に  ○かんたん操作ガイド
■オプション品
○電池パック F35  ○卓上ホルダ F46   ○リアカバー F90  ○キャリングケース 02 
○ポケットチャージャー 01/03/04B  ○ACアダプタ 03/04/05  ○DCアダプタ 04/05  
○海外用AC変換プラグCタイプ01 ○microUSB接続ケーブル 01＊  ○ワイヤレスイヤホンセット 04 
○L-01Gセット  ○ポータブルACアダプタ 01 kuruko  ○HW-01Hセット
○USBケーブル A To B 01　○ドコモ光ルーター 01
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　本カタログの内容は2018年1月現在のものです。

総合お問い合わせ 〈ドコモ インフォメーションセンター〉 

※一般電話などからはご利用になれません。

（局番なし）

ドコモの携帯電話からの場合 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。

富士通サポートセンター

らくらくスマートフォンme F-03Kの
操作および本カタログのお問い合わせ先

受付時間　午前9：00～午後8：00（年中無休）※番号をよくお確かめの上、おかけください。

※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。

このカタログには森林認証紙、
植物油インキを使用しています。

DC001673

2018.02

【製造元】 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社


