
サクサク防水コンパクトケータイ
IPX5/IPX8

タッチで写真をデコレーション

●本カタログは、ドコモminiUIMカードをご使用の場合で記載しています。●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（別売）/microSDHC
カード（別売）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。●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プラスエリアおよびFOMAハイスピード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。●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。●お客様ご購入時の「国際ローミング設定」は、国内および海外の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、ドコモminiUIM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。●外部メモリー（microSDカード/microSDHCカード）はすべての動作を保証するものではありませ
ん。●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。

ご利用にあたってのご注意

富士通公式 i モードサイトアクセス方法（2011年11月現在）

＊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-06Dの操作および本カタログのお問い合わせ先】

＊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。

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-06D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

本チラシの内容は2011年11月現在のものです

2011.11

DC0121
このカタログには森林認証紙（認証no.C007665）、植物油インキを使用しています。

総合お問い合わせ 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

0120-800-000
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。 ＊番号をよくお確かめの上、おかけください。

受付時間
午前9：00～午後8：00（年中無休）

ドコモの携帯電話からの場合

（局番なし） 1   5    1   （無料）
＊一般電話などからはご利用になれません。

総合お問い合わせ 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

0120-800-000
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。 ＊番号をよくお確かめの上、おかけください。

受付時間
午前9：00～午後8：00（年中無休）

ドコモの携帯電話からの場合

（局番なし） 1   5    1   （無料）
＊一般電話などからはご利用になれません。

◎「docomo STYLE series」「デコメ絵文字」「ドコモ地図ナビ」「iコンシェル」「iモード」「おサイフケータイ」「WORLD WING」「iモーション」「iメロ
ディ」「iアプリ」「FOMA」「デコメアニメ」「iチャネル」「ケータイお探しサービス」「おまかせロック」「dマーケット」「パケ・ホーダイ」「パケ・ホーダイ ダ
ブル」「イマドコサーチ」「エリアメール」および「ドコモ地図ナビ」ロゴ、「iコンシェル」ロゴ、「iチャネル」ロゴ、「あんしんミッション」ロゴ、「ドコモケー
タイdata l ink」ロゴ、「dマーケット」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。◎「microSD」、「microSDHC」はSD-3C ,LLCの商標です。
◎「Dolby」「ドルビー」は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。◎「くーまん」は株式会社ドラコミュニケーションズの登録商標です。◎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。◎Wi-Fi®はWi-FiAlliance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。◎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。◎「らくがき盛りフォト」「プライバシーモード」「スマイルファ
インダー」「サーチミーフォーカス」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。



＊画像はイメージです。※防水性能の詳細はP10をご覧ください。
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サクサク防水コンパクトケータイ
タッチで写真をデコレーション

毎日使うケータイだからこそ、
流行に流されないシンプルで上質なデザインを。
デコレーションやアートな写真を楽しめるカメラをはじめ、機能も充実。
誰もが長く愛用したくなる。そんな一台が誕生しました。

docomo STYLE series F-06D  Debut !

Simple & Stylish
使いやすく
飽きのこないデザイン

PUSH

押しやすいドーム型キー ワンプッシュでオープン

防水
（IPX5/IPX8）※



ライト付き130万画素インカメラで
自分撮りもキレイに

らくがき盛りフォト®で
楽しく撮影＆デコレーション
理想の一枚に近づける「小顔効果」や「ふんわり・くっきり効果」、「美肌＆美
白効果」「目ヂカラUP効果」を搭載。また、フレーム入り撮影や、撮影後の写
真に付属のタッチペンを使ってのデコレーションも自由自在。豊富ならくが
きツール※で、撮影後も写真を楽しめます。

810万画素の高画質カメラに、
11種類の効果が楽しめる特殊なフィルター機能を搭載。
静止画だけでなく動画にも対応し、
思わず自慢したくなるようなこだわりの写真や動画を撮影できます。

130万画素インカメラだからキレイに、さらにインカメラ
ライトで薄暗い場所でも明るく写真が撮影できます。

元画像 トイカメラ クロスプロセス アンカラフル

元画像 ジオラマ

● ぼかし強調モード
● ベストショットセレクト
● サーチミーフォーカス®

背景をぼかして本格的な一枚に。
連写後にベストな一枚を自動選択。
指定した顔にピントを合わせます。

アートカメラ（静止画・動画※）の多彩な撮影モードで
アーティスティックな一枚を撮影

ソフトフォーカス

クロマキー

元画像

ダーク

ビビッド セピア

モノクロ 魚 眼

小顔 小顔

小顔効果

ふんわり くっきり

ふんわり効果／くっきり効果

※ペン120種類、フレーム31種類、スタンプ156種類、
コロコロスタンプ15種類をプリインストール。
＊フレームの設定は撮影時に行います。

その他の主なカメラ機能

※モノクロ効果、セピア効果以外
の効果においては、画像サイズが
QVGA（240×320）、VGA（480×640）
のときに設定可能。

キレイ に撮れる

盛れる楽しく

の撮影モード充 実

3　 4＊画像はイメージです。

多彩なカメラ機能



デコメ絵文字Ⓡ3000種類
をプリインストール

5 6

メールの文字
変換がスムーズ。
アプリを

サクッと起動！

カメラの
高速起動＆撮影で
シャッターチャンスを

逃さない！

例えば・・・

防犯ブザー※連動のイマドコサーチⓇ

ケータイの位置情報がわかるイマドコサーチと防
犯ブザーが連動。ブザーを鳴らすと、あらかじめ登
録した相手に、ブザーの使用と現在位置を自動で
メール（メッセージＲ）や音声発信で通知します。

カメラキー長押しで
防犯ブザーが
鳴ります！

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
な人への誕生日・記念日メー
ルなどの送り忘れを防ぎます。

大事なメールの送り忘れを防ぐ
メール予約送信

＊電源OFF時や圏外ではご利用いただけません。

ケータイにつまった個人情報をしっかり守る！
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
ワードを設定可能。他のパソコンや
ケータイでは読み取れないので、個人
情報を守ることができます。

ケータイから
取り外しても
ロック

＊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。

プライバシーモードⓇ
指定した人物・グループに関するデータ
をまとめて非表示にできます。指定した
人物から新着メールや不在着信があった
場合は、電池アイコン※が切り替わりさり
げなく通知します。さらに、プライバシー
モードOFF時の
予測変換候補を
学習する／しない
を選択できます。

※電池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。

着信を
さりげなく
お知らせ

※あらかじめ設定が必要です。
＊探す方のケータイにお申込み（月額使用料210円、検索料5.25円/回（税込））が必要です。
＊メール（メッセージR）でお知らせする度に、検索料がかかります（検索失敗の場合は、検索料はかかりません）。

＊画像はイメージです。

ストレスフリーの使いやすさ 便利な機能満載

新CPUでストレスフリーの快適操作
800MHz新CPU搭載により、カメラやメール
の起動、動画再生などがスムーズに。あらゆ
る場面でストレスフリーな操作を実現します。

快 適 な操作性

お好みの文字サイズで視認性アップ
電話帳やメールの閲覧、文字入力時などの
文字を大きく読みやすく表示できます。

見やすい 拡大もじ

安 心 のセキュリティ

メール の便利機能

スマートブラウザ搭載で
ネット画面もサクサク表示
従来のフルブラウザに加え、ウェブサイトの
高速表示に対応した「スマートブラウザ」を搭
載。閲覧できるサイト数も増え、パソコンやス
マートフォン同等の快適なウェブライフを
ケータイで体感できます。
＊一部のウェブサイトでは表示できない場合があり
ます。＊データ量の多いウェブサイトにアクセスする
場合には「パケ・ホーダイ® ダブル」などのパケット定
額サービスへの加入をおすすめします。

＊アプリケーションの多重動作時は、使用条件
によってパフォーマンスが落ちることがあります。

速 い ネット表示画面



毎日の生活にお役立ち！ドコモサービス

便利で楽しいコンテンツが満載

3つのストアからお好きなコンテンツを、1曲・1
話からドコモ ケータイ払い※1で購入できま
す。アクセス方法は、iMenu→dマーケット
（ミュージック／アプリ／本・コミック）と簡単。
ドコモポイント※2と交換することもできます。
※1：携帯電話料金のお支払い状況などによっては、「ド
コモ ケータイ払い」をご利用いただけない場合がありま
す。※2：ドコモプレミアクラブ会員限定で、全ストア合計
で毎月500ポイントまでドコモポイントとの交換により
ご利用いただけます（一部コンテンツを除く）。＊dマー
ケット（iモード®）は、ご利用頻度などにより、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のご契約をおすす
めします（コンテンツによってはパケット定額サービスの
ご契約が必要となる場合があります）。「パケ・ホーダイ 
ダブル」などをご契約の場合、少数回のご利用であって
も上限額に達する場合があります。＊機種によりご利用
いただけるコンテンツが異なる場合があります。詳しく
は、各コンテンツ紹介ページなどでご確認ください。

＊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）。＊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。

「現在地の地図」「周辺のお店や施設検
索」「ナビゲーション」「ドライブ情報」「乗
換案内」などさまざまな情報をカーナビの
ように表示し、外出をサポート。「ドライブ
情報」は、渋滞情報、オービス情報、ETC割
引、駐車場の満車・空車情報まで完備して
います。
＊ナビゲーション機能や乗換案内機能などをご利
用の場合は、iモードのご契約およびドコモ地図ナ
ビのご契約が必要です（有料サービス）。＊機種や
地図アプリのバージョンによって、表示される画面
および利用できる機能が異なります。＊GPSによる
ナビゲーション機能を利用する場合、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。「パケ・ホーダイ ダブル」ご契約の場合、
少数回のご利用であっても上限額に達する場合が
あります。＊トンネル内など見晴らしの悪い場所で
は位置が確認できない場合があります。＊自動車
などを運転中は、大変危険を伴いますので携帯電
話を操作しないでください。携帯電話の操作を行
う場合は、安全な場所に自動車などを停止させて
ください。＊海外ではご利用になれません。

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

※1：防水性能に関しては、P10をご覧ください。※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。

おサイフケータイ® 防水※1 防塵（ぼうじん）
赤外線 ワンセグ HIGH-SPEED※27.2Mbps（受信）/5.7Mbps（送信）

WORLD WING® （3G+GSM） Bluetooth® エリアメール®
タッチパネル GPS

Wi-Fi®
iコンシェル（メモ対応）

ドコモ地図ナビ

ドコモサービス／機能対応表 対応「◯」、非対応「ー」
○ －

○/○
○
○/○

IPX5/IPX8
○
－
○

○
○

写真デコレ
ーション時

○ －

dマーケット

自分に合った情報を自動でお届け

あなたに合った情報をお届けする「iコン
シェル」が、スケジュールを管理したり、備忘
録になる「メモ」に対応。「執事」や「コンシェ
ルジュ」のようにお知らせしてくれます。

iコンシェル®

※動画のご利用にはパケット定額サービスのご契約
が必要です。

最新情報をキャッチ

ニュースや天気、芸能・スポーツなどの情報
をお届け! 待受画面のウィジェットで最新情
報を表示! さらに、動画※も楽しめます！

iチャネル®

ケータイがカーナビのように道案内
 ドコモ地図ナビ™

「地図アプリ」

＊画像はイメージです。7 8

Service ＆ Application

充 実 のサービス

豊 富 なアプリケーション

人気のゲームや話題のアプリをプリインストール

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。

＊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。

9×9の盤面に数字を埋めて
いく定番パズルゲーム。解
きかたがわからなくても楽
しめるようなサポートと、上
級者も飽きさせないさまざ
まな問題で遊ぶことができ
ます。

動物を入れ替えて、同じ動物
をタテヨコ3匹以上並べて捕
まえるパズルゲームです。

画面内にある〝赤いの

〝

を操作
して、空気読めてる度を診断。
全100問の問題を楽しめます。

数ロジック Lite for F ZOOKEEPER DX F 空気読み。 for F
©G-mode / 問題制作 ©Conceptis Puzzles ©2011 KITERETSU ©G-mode

©Dora communications



FOMA ACアダプタ

FOMA DCアダプタ

外側

内側

FOMA／3G

GSM

FOMA／3G

GSM

約111×51×13.5mm（最厚部約17.2mm）

約120g（電池パック装着時）

約530時間

約260時間

音声通話：約210分／テレビ電話：約90分

約230分

約3.3インチ TFTカラー液晶 フルワイドVGA（480×854ドット） 約1677万色　

約0.8インチ（39×96 ドット）

写真デコレーション時

有効約810万画素CMOS

有効約130万画素CMOS

約200分

約130分

約130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

背面ディスプレイ

タッチパネル

カメラ

ワンセグ視聴時間

充電時間※2

主な仕様

主な機能

 i モード関連機能
● スマ－トブラウザ  ● iメロディ®（最大500件※3） ● iアプリ®（最大100件※3） ● iモーション® 
● Bookmark（iモード、フルブラウザ・スマートブラウザ 合計最大200件） ● 画面メモ（iモード、フルブラウザ合計最大400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50アドレス）
● デコメ絵文字プリインストール（3000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（32段階最大約13.9倍） 動画撮影（32段階最大約16倍） ● 画質：静止画撮影3種類・動画撮影4種類 
● 静止画自動連続撮影（7枚） ● 顔優先オートフォーカス  ● 手ぶれ補正  ● スマイルファインダー®  ● フォトライト（インカメラのみ） 
● 接写  ● フレーム付き撮影（静止画） ● シーンモード（静止画10種類、動画4種類） ● 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(静止画） ● 高感度撮影モード（最大 ISO12800相当） ● ベストショットセレクト  ● ぼかし強調モード

その他の機能
● 電話帳：F-06D本体（最大2000件※3［5番号5アドレス］）・ドコモminiUIM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  ● 外部メモリー※5（microSDカード[別売]／microSDHCカード[別売]） ● サーチキー 
● 高速赤外線通信  ● PDFビューア・ドキュメントビューア※6  ● 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  ● ecoモード  ● テレビ電話　

※1：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。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。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、待受・通話（通信）時間は約半分程度になることがあります。iモード通信
を行うと待受・通話（通信）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
などを行っても待受・通話（通信）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。

◎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：卓上ホルダは非防水で
す。 ※2：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。 ※3：端末を充電するには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。 ※4：USB HUBを使用すると、正
常に動作しない場合があります。 ※5：端末と接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。 ※6：端末と接続する
には、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。 ※7：日本国内で使用してください。

オプション品   ● キャリングケースL 01  ● キャリングケース 02  ● FOMA AC アダプタ 01／02※2  ● FOMA DCアダプタ 01／02　
● FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※2  ● 車載ハンズフリーキット 01※3  ● FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01  ● 車内ホルダ 01　
● FOMA 乾電池アダプタ 01  ● FOMA USB接続ケーブル※4  ● FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※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  ● イヤホン変換アダプタ 01  
● FOMA 補助充電アダプタ 01／02／03  ● マイク付リモコン F01※5  ● 平型ステレオイヤホンセット P01※5  
● 平型スイッチ付イヤホンマイク P01※5／P02※5  ● 骨伝導レシーバマイク 01※5  ● イヤホンジャック変換アダプタ P001※5  
● イヤホンターミナル P001※6  ● スイッチ付イヤホンマイク P001※6／P002※6  ● ステレオイヤホンセット P001※6  
● FOMA 室内用補助アンテナ※7  ● FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※7  ● FOMA ecoソーラーパネル 01

本体付属品　 ● 電池パック F19  ● リアカバー F69  ● 卓上ホルダ F33※1  ● 取扱説明書 F-06D  ● タッチペン F01

オプション

［ご使用にあたっての重要事項］  防水性能を維持するために、必ず次の点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。●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、リアカバー裏のゴムパッキン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。卓上ホル
ダに端末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。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。●端末を
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。●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、リアカバー裏のゴムパッキ
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。

●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をご確認下さい。
●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）。●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。●充電をする際には卓上ホルダの使用を推奨します。
●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。
●F-06D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。

防水性能について
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サクサク防水コンパクトケータイ
IPX5/IPX8

タッチで写真をデコレーション

●本カタログは、ドコモminiUIMカードをご使用の場合で記載しています。●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（別売）/microSDHC
カード（別売）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。●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プラスエリアおよびFOMAハイスピード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。●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。●お客様ご購入時の「国際ローミング設定」は、国内および海外の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、ドコモminiUIM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。●外部メモリー（microSDカード/microSDHCカード）はすべての動作を保証するものではありませ
ん。●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。

ご利用にあたってのご注意

富士通公式 i モードサイトアクセス方法（2011年11月現在）

＊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-06Dの操作および本カタログのお問い合わせ先】

＊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。

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-06D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

本チラシの内容は2011年11月現在のものです

2011.11

DC0121
このカタログには森林認証紙（認証no.C007665）、植物油インキを使用しています。

総合お問い合わせ 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

0120-800-000
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。 ＊番号をよくお確かめの上、おかけください。

受付時間
午前9：00～午後8：00（年中無休）

ドコモの携帯電話からの場合

（局番なし） 1   5    1   （無料）
＊一般電話などからはご利用になれません。

総合お問い合わせ 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

0120-800-000
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。 ＊番号をよくお確かめの上、おかけください。

受付時間
午前9：00～午後8：00（年中無休）

ドコモの携帯電話からの場合

（局番なし） 1   5    1   （無料）
＊一般電話などからはご利用になれません。

◎「docomo STYLE series」「デコメ絵文字」「ドコモ地図ナビ」「iコンシェル」「iモード」「おサイフケータイ」「WORLD WING」「iモーション」「iメロ
ディ」「iアプリ」「FOMA」「デコメアニメ」「iチャネル」「ケータイお探しサービス」「おまかせロック」「dマーケット」「パケ・ホーダイ」「パケ・ホーダイ ダ
ブル」「イマドコサーチ」「エリアメール」および「ドコモ地図ナビ」ロゴ、「iコンシェル」ロゴ、「iチャネル」ロゴ、「あんしんミッション」ロゴ、「ドコモケー
タイdata l ink」ロゴ、「dマーケット」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。◎「microSD」、「microSDHC」はSD-3C ,LLCの商標です。
◎「Dolby」「ドルビー」は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。◎「くーまん」は株式会社ドラコミュニケーションズの登録商標です。◎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。◎Wi-Fi®はWi-FiAlliance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。◎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。◎「らくがき盛りフォト」「プライバシーモード」「スマイルファ
インダー」「サーチミーフォーカス」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。
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