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キーをクルクルと回転させるだけで、メール・電話帳のスクロールや、

項目選択などをスムーズに行えます。

    多彩なシーンで役立つクルクルキー

サイドに配置してあるロックキーを押

すだけで、かんたんに誤操作を防止

することができます。

    安心のキーロック機能

3灯のLEDが混ざり合い、多彩な表情を楽しめます。

    美しいクルクルイルミネーション
本体の開閉やキーの操作時に、手元を

華やかに彩るイルミネーションです。

＊Rose Gold、Mat Blackは文字照光、Silky White
は面照光です。＊イルミネーションの光り方は
周囲が暗い場所でのイメージです。

    レインボーキーイルミ

クルクルキーの設定をカスタマイズ

できます。クルクルキーの回転方向に

より、起動する機能を全15機能から設

定可能です。また、最大速度を3段階

から設定可能です。

    クルクルキー設定

文字照光　　　　　面照光

かんたんかんたん・便利・快適操作のクルクルキー・便利・快適操作のクルクルキー
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写真を保存した直後に「待受設定」や「ブログアップ」などのメニュー

が表示されるので、かんたん・便利に使えます。

    送信・設定・撮り直しがかんたん

150種類のスタンプや31種類のフレームなど、たくさんのらくがき用コン

テンツを用意しました。自分だけの可愛らしい写真を作成できます。

    豊富ならくがき用コンテンツをプリインストール
有効約130万画素の高画質なイン

カメラを搭載しているので、自分撮

りなどもかんたん・キレイに行えま

す。自分の写真をブログ・SNS※に

アップするのに便利です。

    130万画素高画質インカメラ搭載

保存後選択画面 送信する 待受に設定する 保存画像を見る

●スタンプ  （150種類）　　　　

●フレーム （31種類）

●ペン  (120種類[15色×8種類]）

●コロコロスタンプ  （15種類）

小顔モードや美肌モードなどで、キレイに写真撮影が行えます。また、撮影

した写真や保存写真は、付属のタッチペンでかんたんに「らくがき」する

ことができます。

    写真のデコレーションが可能

使いやすい
タッチペン付き！

元画像 完成

思い出を思い出を楽しく楽しく残せるカメラ残せるカメラ

＊画像はイメージです。　65　＊画像はイメージです。

＊インカメラ、アウトカメラの両方でご利用できます。

※SNS：Social Networking Service



＊画像はイメージです。　87　＊画像はイメージです。

    最大ISO12800※相当高感度撮影モード
ノイズリダクション処理でザラツキ感を抑え、撮影が難しい暗い場所でも、

ブレにくく明るい写真が

撮影できます。

高感度撮影モードなし 高感度撮影モードあり

※WXGA（768×1280）サイズ

まで。5M（1944×2592）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。

アウトカメラに有効約510万画素のCMOSカメラを搭載しました。さら

に、オートフォーカスをはじめ、最大32段階約16倍リニアズームなどを

装備。充実の撮影機能で、手軽に写真撮影が楽しめます。

    510万画素アウトカメラ

サーチミーフォーカスに登録した名称で、撮影した

人物写真の検索が可能。見たい写真をすばやく見

つけることができます。
＊個人認識済み写真のみ検索可能です。

    サーチミーアルバム

    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、フォーカス

を合わせた被写体を自動で追いかけてピントを合わせます。

    自動シーン認識
人物や風景・夜景・接写など、撮りたいシーンをカメラが自動で判別し、

撮影モードを切り替えます。QRコードも自動認識します。

撮影シーンを自動判別 標準 人物 風景 夜景 接写 QRコード

※WXGA（768×1280）サイズまで。5M（1944×2592）サイズの静止画撮影は

ISO6400まで対応。

    トリプルブレガード
ブレのない、くっきりキレイな写真が撮れます。

手ブレ補正 被写体動き検知 高感度最大ISO12800※相当

    マイコレクション
本体およびmicroSD™カード（別売）／microSDHC™

カード（別売）に保存された写真を一括管理でき

ます。

見やすく自動分類

    フォトライト
夜間や室内など暗い場所での撮影をサポートします。

登録してある“顔”を判別し、優先的に

ピントを合わせます。また被写体が笑

顔になると自動的にシャッターを切る

こともできます。

    サーチミーフォーカス＋スマイルファインダー

＊トラッキングフォーカスと同時にご利用できません。

67 55

68

ヨウコ
52

＊サーチミーフォーカスと同時にご利用できません。



    超人気デコメサイト「デコメリー®」のデコメ絵文字®も充実
「デコメリー」を中心に、可愛くて実用的なデコメ絵文字®を全部で2000種

類プリインストールしました。表情豊かなメールを多彩につくれます。

テキストメールをワンプッシュで

デコメに変換できる「かんたんデ

コメ」に対応。可愛いメールをか

んたんにつくれます。

    かんたんデコメ

    ブログ・SNSかんたん投稿機能
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。

メール画面 ワンプッシュで
デコメ変換

あらかじめメールを作成し、日時を指定して

おくと、自動でメールを送信できます。大切な

ひとへの誕生日・記念日メールなどの送り忘れ

を防ぎます。

    メール予約送信

＊電源OFF時や圏外ではご利用できません。

    メール自動返信
あらかじめメール自動返信を設定しておけば、指

定した相手から電話着信やメール受信があると

自動的にメールを返信します。内容は9種類から

選択可能。もちろん編集も可能です。

10時くらいまで
電車で移動中です。
降りたら連絡します。
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世界中で愛されている「ムーミン」をコンテンツとしてプリインストール。

内容は「きせかえツール®」「デコメ絵文字®」「デコメピクチャ」の3種類。

ムーミンはもちろん、スナフキンやミイなども登場。まるでケータイの中

にムーミン谷があるような、どこかホッとできるコンテンツです。

    優しい気持ちになれるムーミンコンテンツをご用意

●メニュー　　　　●待受

●デコメ絵文字®●電話発着信 ●デコメピクチャ

ⓒMoomin CharactersTM

    ケータイデータお預かりサービス
大切なケータイの電話帳、画像、メール、スケジュール、トルカ®などを

バックアップ保存できるので、紛失・故障時も安心です。

周囲に気付かれずに
受信・着信がわかる

※電池の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。

指定人物やグループに関する情報（電話帳や発着

信履歴、送受信メールなど）をまとめて非表示に

できます。設定した相手から新着メールなどがあ

ると、電池アイコン※が切り替わってお知らせします。

    プライバシーモード

    プライバシービュー
画面のコントラストを下げて表示内容を見え

にくくするので、他の人の視線を気にすること

なく、受信メールなどを閲覧できます。

＊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。

    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

ワードを設定できます。万が一紛失しても、他のPCや携帯電話では

読み取れないので、大切な個人情報が

漏えいする心配がありません。

ケータイから
取り外してもロック

＊ご利用いただくには、iモード契約およびケータイデータお預かりサービスのご契約
が必要です。＊対応機種により保存できるデータ項目などが異なります。＊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。

大切な情報をしっかりと守るセキュリティ大切な情報をしっかりと守るセキュリティ

＊画像はイメージです。　1211　＊画像はイメージです。



    サーチキー+使いかたガイド
さまざまな検索機能をかんたんに利

用でき、知りたい情報にすばやくアク

セスできます。また「使いかたガイド」

にも対応し、ケータイの機能を調べ

てそのまま起動したり、困ったときの

対処なども確認できます。

    フレンドリーメッセージ
フレンドリーメッセージに対応のマチキャラ®を設定すると、電池残量

などといった現在のケータイの状態を、キャラクター特有の口調でお

知らせしてくれます。

サーチキー

使いかたガイド

ドロンジョ様
    ⓒTatsunoko,YTV2008 
designed by DEVILROBOTS

    スーパーはっきりボイス3
音声電話中に、周囲の騒音に応じて最適な方法で調整し、聞き取りやすく

します。また、相手や自分の声が小さいときにも自動で音量を大きくします。

※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640×360ドット、
30fpsとなります。転送にはmicroSDカード（別売）/microSDHCカード(別売)と
FOMA　USB接続ケーブル(別売)が必要です。

    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(一部機種※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。録画しておいた映像を

見たい時に楽しめる便利な機能です。

    エクササイズカウンター（活動量計） ＆ ウォーキングチェッカー

正確※1に消費カロリー量を測定できる、身体活

動量※2測定アルゴリズムを実装したエクササ

イズカウンターは、ケータイを持ち歩くだけで

運動強度をリアルタイムに計測できます。ま

た、歩数計情報と連動する待受FLASH®「ウォー

キング × バニー」では、歩数に応じてアニメの

ストーリーが展開されるので、よりウォ－キング

が楽しめます。

※1：キャリングケース（別売）などを用いて腰の位置
に固定した場合。 ※2：厚生労働省が提唱する「エク
ササイズガイド2006」にもとづき、METsやExで表示
される運動強度の指標。 ウォーキング×バニー

    HIGH-SPEED
対応エリアにおいては受信最大7.2Mbpsの高速パケット通信が可能です。

    ecoモード
照明／キーバックライトや、イルミネーションの点灯などを調整して電池

の消費を抑えます。5キーの長押しで、ecoモードON／OFFの切り替えが

可能です。

バカボンのパパ

＊画像はイメージです。　1413　＊画像はイメージです。



    プリインストールiアプリ
○Myきせかえクリエイター　
○プッチンパズル体験版
○VoiceShelf for F　
○@Fケータイ応援団INFO　
○ヘルスチェッカー
○モバイルGoogleマップ　
○地図アプリ　
○DCMX クレジットアプリ　
○iD 設定アプリ
○ドコモwebメール　
○マクドナルド トクするアプリ　
○E★エブリスタアプリ　
○楽オク☆アプリ
○iCタグリーダー

○TETRIS 1to3 for F　
○フライハイトクラウディア
○ファミスタモバイル体験版　
○ロジックパズルＦ
○ZOOKEEPER DX F　
○Gガイド番組表リモコン　
○ブックビューア コミック体験！
○コミック/小説ビューア　
○モバイルSuica登録用iアプリ　
○iアプリバンキング
○iアバターメーカー　
○日英版しゃべって翻訳 for F　
○Start！ iウィジェット
○ROIDウィジェット2

○株価アプリ
○iWウォッチ
○おサイフケータイWebプラグイン　
○i Bodymo※　
○花粉アプリ※　
○お天気アプリ※　
○かざす請求書※　
○ドコモ料金案内※　
○電子マネー「nanaco」※　
○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※　
○モバイルAMCアプリ※　
○FOMA通信環境確認アプリ※　

※ご利用になるには、ダウンロードする必要があります。ダウンロードする際、別途パケット通信料
がかかる場合があります。＊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。

＊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。

    i  Bodymo™

「歩く」「食べる」などを通して、健康管理を続けられる健康サポート

サービス。健康管理やスタイルを気にしている方におすすめです。
＊ご利用いただくには、iモードのご契約および、サービス利用の申し込みが必要です（有料サービ
スです）。また、初めてご利用される際には、初期設定を行う必要があります。＊ご利用いただくに
は、専用のiアプリが必要です。＊専用のiアプリを利用して歩数のカウントおよび歩数データの記
録を行うには、携帯電話本体の「ウォーキング／Exカウンター設定」を「利用する」にする必要が
あります。また、携帯電話本体のiアプリの「自動起動設定」を「自動起動する」にすることをお勧
めします。＊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。

    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、スケジュールに対応。

「執事」や「コンシェルジュ」のようにサポートします。

※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。

テレビ電話・ i モード関連機能
● FOMAハイスピード（HSDPA）　● テレビ電話：ズーム（最大16倍）　● iメロディ®（最大500件※3）　
● iアプリ（最大100件※3）　● 直感ゲーム®   ● iモーション®（最大1140分※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）　
● メールフォルダ（最大40個）［デフォルトの受信BOX、iアプリ連動のメールボックスは含まず］　
● 同報送信（最大5アドレス）　● デコメ絵文字®プリインストール（2000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）　
● 広角レンズ（34mm）［35mmフィルム換算］　● 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［静止画のみ］　● 手ブレ補正　● 顔検出機能　● スマイルファインダー　● フォトライト　● 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　● 高感度撮影モード（最大 ISO12800相当）［静止画のみ］

その他の機能
● 電話帳：F-05C本体（最大1000件※3［5番号5アドレス］）・ドコモUIMカード（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　● サーチキー　● レインボーキーイルミ　● 待受ショートカット　
● 外部メモリー※5（microSDカード[別売]／microSDHCカード[別売]）　● 赤外線通信　● PDFビューア　
● モーションセンサー　● WMVストリーミング　● 音響エンジン（DOLBY MOBILE）　
● ブルーレイディスクレコーダー連携　● 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　
● FOMAプラスエリア　● トルカ　● 2in1®　● ビデオクリップ（10Miモーション）　● iチャネル®　● iコンシェル　
● iCお引っこしサービス　● ダビング10　●きせかえツール　●着もじ®　● WORLD WING®（3G）
● マチキャラ（プリインストールマチキャラ：メイドのメイちゃん、バカボンのパパ、ドロンジョ様、ひつじのしつじくん［執事コース］）　

主な機能

FOMA／3G

FOMA／3G

外側

内側

FOMA ACアダプタ

FOMA DCアダプタ

約111×50×14.9mm（最厚部約17.1mm）

約128g

静止時：約550時間／移動時：約380時間

音声通話：約220分／テレビ電話：約100分

約3.0インチ フルワイドVGA（480×854ドット）262,144色

有効約510万画素CMOS

有効約130万画素CMOS

約240分（ecoモード約320分）

約140分

約140分

外形寸法（H×W×D）

質量（電池パック装着時）

主な仕様

スペックペック

1615

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　
　



■ 電池パック F19※1　■ リアカバー F57※1　■ タッチペン F01※1　■ 卓上ホルダ F33　■ FOMA USB接続ケーブル※2　
■ 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　　
■ FOMA 乾電池アダプタ 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※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　■ 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 01／02　
■ 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　■ FOMA 補助充電アダプタ 01／02

◎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：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-05C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。

オプション

※1：850MHzにも対応。※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。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。

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-05C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

＊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-05Cの操作および本カタログのお問い合わせ先】

富士通公式 i モードサイトアクセス方法（2010年12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。

このカタログには森林認証紙（認証no.SA-COC-001196）
大豆油インキを使用しています。

2010年12月現在 MB2012

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。

●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。●FOMA本体、ドコモUIM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。●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アプリ」「WORLD WING」「DCMX」「iD」「Music&Videoチャネル」「iコンシェル」「iチャネル」「iメロディ」「直感ゲーム」「着もじ」
「マチキャラ」「トルカ」「iモーション」「i Bodymo」「デコメ」「デコメ絵文字」「デコメアニメ」「2in1」「きせかえツール」「おサイフケータイ」「ケータイお探しサービス」「おまかせ
ロック」および「i Bodymo」ロゴ、「i コンシェル」ロゴ、「HIGH-SPEED」ロゴ、「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。◎「デコメリー」は株式会社寺島情報企画の登録商標です。◎「microSD」、「microSDHC」はSD-3C,LLCの商標です。◎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。◎「Blu-ray Disc」は商標です。◎「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。◎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登録商標です。◎アバターメーカーは、株式会社アクロディアの登録商標です。◎ズーキーパーは株式会社KITERETSU
の商標または登録商標です。◎「日英版しゃべって翻訳 for F」は株式会社ATR-Trekの商標です。◎「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。◎「プライバシーモード」「クルクルキー」「サーチミーフォーカス」「スマイルファインダー」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。◎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。

ご利用にあたってのご注意

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。

ケータイデータお預かりサービス

ケータイ補償 お届けサービス

おまかせロック®

ケータイお探しサービス™

    ドコモサービス／機能対応表 対応「◯」、非対応「ー」

iコンシェル
（メモ対応）

i Bodymo

DCMX® iD™
（おサイフケータイ®）

WORLD WING 
（3G+GSM）

GPS

ビデオクリップ

ケータイデータ
お預かりサービス

タッチパネル デコメ絵文字®

地図アプリ
（ドコモ地図ナビ）

防水

ドキュメントビューア

HIGH-SPEED※27.2Mbps（受信）／
5.7Mbps（送信）

マイエリア

Music&Video
チャネル®

防塵（ぼうじん）

ワンセグ

Bluetooth

○

ー

○

2000種類

○

ー

○／ー

○

○

3G※1

ー

○

○

○

ー

らくがき作成時

PDFビューア

○／ー

スペックスペック

1817



キレ イに 光 る ク ル ク ル キ ー 搭 載！
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F-05C


