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かんたんキレイに撮れる
「新おまかせカメラ」

高音質・高画質なビデオコールが
楽しめる「VoLTE（ボルテ）」

「ファミリーページ」で家族や仲間と
コミュニケーションを楽しもう

＊らくらくスマートフォン3はGoogle Play非対応です。
Google Playからアプリをダウンロードすることはで
きません。またGoogle マップ等、Google社が提供す
るアプリはご利用になれません。

らくらくタッチでタッチパネルの
操作も確実

見やすくてわかりやすい
アイコン表示のメニュー画面

外観とメニュー画面の
一体感が美しいデザイン

らくらくスマートフォンも

もう三代目。

もちろん「使いやすさ」も

進化を遂げています。

使いやすさを長年追求し続けてきた、

らくらくホンシリーズ。

らくらくスマートフォン3は、

その中でもよりいっそう使い心地に

こだわった一台です。

「見やすさ」「聞きやすさ」「操作性」など、

これまでの魅力はそのままに

「文字入力のしやすさ」や「電池の持ち」

なども徹底改善。

日々進化を遂げている「使いやすさ」を、

ぜひ実感してください。

  ＊画像はイメージです。　2

電池長持ち！安心の2日以上

文字入力がしやすい
｢らくらく2タッチ入力｣

楽しいゲームを続々追加中

聞き取りやすい
｢スーパーはっきりボイス4｣

拡大カンタン
｢いつでもズーム｣

■ほかにもうれしい工夫が満載！

P34P21

P23

P7

P9

P3・P5

dメニューからダウンロードして
話題のLINEが楽しめます※！
※別途パケット通信料がかかります。
｢Google PlayTM｣経由でダウンロードが
必要となるLINE GAMEなどのLINE
連携アプリはご利用になれません。　
　　



爽やかな新色も加わった、
上質な大人にふさわしい洗練デザイン。
使いやすさはそのままに、外観とメニュー画面の一体感が美しい仕上げ。
デザイン監修は、らくらくホン ベーシックを手がけた原 研哉氏。
2015年夏には、これまでの基本3色に爽やかな色合いが目をひく「エアーブルー」が新登場。
ラインナップに品格ある奥行きが生まれ、選ぶ楽しさも加わりました。

日常をとらえ直し目覚めを呼び起こすデザインを展開し
ている。無印良品や代官山蔦屋書店のアートディレクション
など、簡潔な美意識を背景としたデザインに定評がある。

デザイナーズプロフィール  原 研哉

レッド
見る角度によって色の深みを

感じる上質な仕上げ

エアーブルー
    青磁のような、透明層の奧に

落ち着いた青を配した趣ある仕上げ

ホワイト
白のニュアンスカラーに、

立体的な美しさを生む光沢パール塗装仕上げ

ブラック
手にしっくりとなじむ、

指紋が付きにくいマット加工

Yoshiaki TsutsuiC
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新色
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場所がわかりやすく
聞き取りやすい受話口

大きくて
押しやすい
カメラボタン

緊急時に
大音量ブザーで
知らせる
ワンタッチブザー

押しやすい
サイドキー

クリアな声を
相手に届けられる
ダブルマイク

背面は塗装がはがれにくく
傷もつきにくい
ウルトラタフガードplus

手のひらに
優しくフィットする
丸みを帯びた
フォルム

水滴のように美しく、
押しやすいハードボタン

わかりやすい
日本語表記

指すべりがよく、
指紋や皮脂が
目立ちにくい
サラサラコート
ディスプレイplus

キズや衝撃から
ディスプレイを守る

使いやすさへのこだわりを、  洗練されたデザインに凝縮。



指が届きにくいボタンも
しっかり入力できる
   おまかせタッチ
 

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。

不意に画面に触れて
しまっても誤作動しない
 

文字の連続打ちが快適

もちろんOFFもできます  解除すれば一般的なタッチパネルの操作感に戻せます。

解除手順

触って確認 押して確定

音・振動・タッチの設定設定 らくらくタッチ オン/オフ

7

初めてでも確実に操作ができるよう
「触れる」と「押す」の違いをしっかりと
区別するタッチパネルを採用。触れた
場合は、触れている箇所を画面がお知
らせ。さらに、パネルを軽く押すとまる
でボタンのような押し心地の振動が指
に伝わり、入力が確定します。操作した
ことが明確にわかるので、初めての方
もあんしんして使えます。

画面に指が触れたままでも文字の連続
打ちが可能。指を離さなくても打てるの
で、うっかり隣のボタンを押してしまうと
いったミスも防げます。

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。

ボタンを軽く押すような
感覚で入力できる 
　 らくらくタッチパネル
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初めてのタッチパネルでも、確実に入  力できるボタンのような押し心地。

＊一部のアプリケーションやインターネットサイト
では、らくらくタッチの設定に従って動作しない
場合があります。

反応しない

反応する

反応しない

反応する

触ったボタンの色が
変わるので、

触れているボタンを
確認できます

タッチパネルを
軽く押すと、指先に
振動が伝わるので
しっかりと操作できた
ことがわかります

あんしん！

あんしん！

かしこい！

べんり！

うっかりタッチサポート
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半角や文字幅を変形することなく、きれ
いで見やすいことにこだわったフォント
です。アイコンもシンプルでわかりやす
いデザインです。

■はっきり見やすいフォントと、
　わかりやすいアイコン

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。ボタンに
軽く触れると吹き出しで登録相手を
確認できるようになりました。さらに、
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
　より使いやすくなった短縮ボタン

機能の使用頻度やカテゴリを考慮して配置したタッチメニュー。
見やすさと使いやすさにこだわりました。

やりたいことがひと目でわかる　  タッチメニュー

好評の
ワンタッチダイヤル

次に行う操作を
お知らせ

画面上にできる操作
を表示

画面の切替や、拡大
などもわかりやすい

重要な情報は、画面
の目立つ位置に表示

よく使う機能

あんしんして操作ができる親切な表示

らくらくホンシリーズならではの、  わかりやすさへのこだわり。

らくらくスマートフォン3
F-06Ｆ

待受画面 着信画面 アルバム ホーム画面

ホーム画面

地図アプリ画面メール画面

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3。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。

■シンプルでわかりやすい各種画面

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

一般的なスマートフォン
（F-04G）

らくらくスマートフォン3
F-06Ｆ

一般的なスマートフォン
（F-04G）

らくらくスマートフォン3
F-06Ｆ

一般的なスマートフォン
（F-04G）

わかりやすい！ わかりやすい！

大
き
な
ア
イ
コ
ン
ボ
タ
ン

縦
ス
ク
ロ
ー
ル
が
メ
イ
ン
の
簡
単
操
作

で、
と アイコンは

全15種！



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！
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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。じっくりとイン
ターネットを閲覧するときなどに最適です。

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。

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。

見ている間は画面が消えない　  持ってる間ON

さらに、インカメラが目線を
判断してON状態をキープ！

傾き・揺れを検知して
ON状態をキープ！

＊お買い上げ時の設定はOFFです。＊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。

カメラキー
長押し

中心をキープしたまま
画面内が拡大！

気になる情報をボタン１つでさっと拡大できる　いつでもズーム

入力時の文字も
大きくはっきり見やすい

お久しぶりです。

音声入力ボタン

さまざまな文字入力に対応

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。

■音声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。

■手書き感覚で文字を入力できる
使い慣れたメニューもご用意

らくらくホンと同じ口語調で機能を表
したシンプルメニューをご用意。また、
好評の機能ごとに色が分かれたわかり
やすいホーム画面に変更することもで
きます。

見やすくて使いやす  い。文字入力も便利。

かしこい！

べんり！

おなじみ！

わかりやすい！

かしこい！



日差しが強い屋外でも
明るく見やすい
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高い色再現性で

鮮やかで美しい
色調に！

メール受信画面 〈原寸〉
文字サイズ設定：大

色鮮やかにはっきり見える約4.5インチ有機ELディスプレイ

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（1280×720）なので
写真や動画も細部までキレイ
に楽しめます。

高いコントラスト比で

白背景＆黒文字が
とっても
見やすい！

広い視野角で

ななめからでも
はっきり
見える！

色鮮やかな有機ELディスプレイ
に加えて、屋外にいることを照
度センサーで検知する｢スー
パークリアモード｣を採用。輝度
とコントラストを自動調整し、
画面をより見やすくします。

黒文字が

！

鮮やかで美
色調

広い視野角

ななめからで
はっき

でも
きり
る！

めからで
きり

らくらく
スマートフォン

F-12D
暗く見づらい

らくらく
スマートフォン3
F-06F
明るく見やすい

色の彩度に対する感度は年齢によって異なります。特に色覚特性が変化しやすいと
いわれている青色を、使う人の年齢に合わせて識別しやすい配色に調整します。

年齢に合わせて色味を自動調整

写真もメールもインターネッ  トも大きな画面で見やすい。 

夕日の色彩をナチュラルかつ
鮮やかに表現

入力画像

映像も写真も自然に美しく     映像処理エンジン Xevic

見ている映像に適した色合いを
表現します。1,000種類以上の
画像パターンをもとに解析し、
自然な映像美をつくります。

■動画視聴時に映像の色合いを最適化

映像の乱れを推定し、適切に乱れを抑制。クリアで美しい映像が楽しめます。

■映像をよりクリアに美しく

画像に含まれる輪郭や質感を判定し、より自然な仕上がりに補正します。

■輪郭補正

よく見える！ かしこい！

かしこい！

きれい！
ゼビック

3
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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。スマートフォンでの文字入力に不慣れな方でも、お子さん

やお孫さんとスムーズにメールなどのやりとりが行え、快適なスマートフォン

ライフを楽しめます。

押した行の文字がすべてポップアッ

プ表示されるので「お」や「こ」などの

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。

初めてのスマートフォンでもあんしんの、   かしこい文字入力サポート機能がたくさん。

短く押せば「あ」が入力

〈 これまで 〉

〈 らくらくスマートフォン3なら 〉

何度もボタンを
押さなければいけないので、
文字入力に疲れてしまう…

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！

2タッチ

長押し

長く押せば「あ行」すべてが表示されて
「お」も2タッチ目で選べる！

文字入力システムの先頭を30年以上にわたって走り続けているジャスト
システムが開発した、かしこく使いやすい最高峰の日本語入力ソフトです。

かしこい日本語入力システム「ATOK」とは？

フを楽しめます。

ウルティアススーパー エイトック
ケータイ入力よりも
ラクに文字入力が行える
　らくらく2タッチ入力

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」で快適文字入力

豊富な単語数！

多彩な便利機能！

頼れる3つの柱で
文字入力を快適サポート

かしこい変換！

かしこい！かんたん！



＊使用アプリにより、変換候補に表示される内容が異なる場合があります。　＊画像はイメージです。　1817

かしこい変換で思いのままに文字入力 豊富な単語数で最適な言葉をらくらく選択

小さい「っ」や「ょ」以外にも誤って入力した文字を
自動判別して、かしこく修正してくれる！

快適な文字入力を支える多彩な便利機能

かんはって　　　頑張って
たいじょうぶ 　　大丈夫

これまで変換できなかった難しい単語も
一発で変換できる！

さらに！

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！

みちかけ　　盈ち虧け
ぶらんこ　　鞦韆

一般的な文字入力

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 Super ATOK ULTIAS for らくらく

一般的な文字入力 Super ATOK ULTIAS for らくらく

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！

■「りようかい」と入力した場合

さらに！

住所の
入力に！

英語の
入力に！

打ちにくい
促音※入力に！
※小さい「っ」や
　「ょ」のこと。

長文の
入力に！

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。

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。

※北海道・東北、関東、中部・北陸、関西、中国・四国、九州地方。

「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！

長文も正しく一発変換！

打ち間違いを修正！

こんなときに便利で
す！

こんなときに便利で
す！

スム ズに入力した

こんなときに便利で
す！

初めてのスマートフォンでもあんしんの、   かしこい文字入力サポート機能がたくさん。

べんり！

かしこい！ かんたん！

いくらで
もおしえ

て

あげるわ
よ！

おいしい
ケーキ

つくって
待ってる

よ！

あら、え
らい！

こどもの
吸収力は

やっぱり
すごいな

ぁ
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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。

周囲の騒音を検知すると、音域ごとに相手
の声を強調･補正し、聞き取りやすく改善。
重くこもった声や甲高い声
の相手でも、自然に通話で
きるのであんしんです。

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。さらに、
大音量スピーカーを前面に搭載したことで、テレビ
やラジオの音声も聞き取りやすくなりました。

静かな場所では着信音量を小さく、歩行中や騒がしい場所、鞄やポケットの中では
着信音量を大きくしてお知らせします。

2つのマイクを搭載し、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。

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。

大きなホールやバスルームなど、音が
反響しやすい場所でもクリアな音声を
相手に届けます。

【受話音量レベル】

らくらくホン7 6段階

らくらくスマートフォン3 8段階

＊お買い上げ時の設定はOFFです。

ひびき

通話もラジオも聞き取りやすい
　   わかりやすい受話口 /大音量フロントスピーカー

人混みでも聞き取りやすい
  スーパーはっきりボイス4

相手の声がゆっくり聞こえる      ゆっくりボイス

年齢に応じて聞きやすくする    あわせるボイス®2

反響音を抑えて耳に心地いい音声を届ける    響カット®

クリアな声を相手に届ける   スーパーダブルマイク

騒がしい場所でもしっかりと着信をお知らせ     気配り着信

聞きやすさをサポート   する、こだわりの機能。

受話口
大音量フロントスピーカー

あんしん！

あんしん！

スピーディー！スピーディー！スピーディー！スピーディー！スピーディー！聞きやすい！

スピーディー！スピーディー！スピーディー！スピーディー！スピーディー！聞きやすい！

スピーディー！スピーディー！スピーディー！スピーディー！スピーディー！聞きやすい！

スピーディー！スピーディー！スピーディー！スピーディー！スピーディー！伝えやすい！

スピーディー！スピーディー！スピーディー！スピーディー！スピーディー！伝えやすい！

サイドボタンで
音量設定



＊従来機種はらくらくスマートフォン F-12D。 ＊画像はイメージです。　2221

明るいシーンも暗いシーンも、誰でもかんたんにキレイに撮れる「新おまかせカメラ」。
富士通独自の高性能画像処理エンジン「GRANVU（グランビュー）」と、高解像度
CMOSセンサーを搭載し、ハイクオリティな写真撮影を手軽に楽しめます。

手ブレしやすい薄暗い場所でも撮
影者の動きを検知し、カメラの揺れ
が少ない瞬間を自動で捉えます。

インテリジェントシャッター従来のシャッター

シャッターを押したタイミングから
遅れることなく、その瞬間を写真に
残せます。撮りたいシーンをしっかり
とおさえられます。

撮影者の姿勢を検知することで、オート
フォーカスのスピードをアップ。遠景も、近く
の被写体も素早くフォーカスします。

暖色LEDを搭載したことで、フラッ
シュ撮影にありがちな青白い写りを
防ぎ、暖かみのある雰囲気の写真を
撮影できます。 従来のフラッシュ

ゼロシャッター従来のシャッター

真っ暗なシーンで撮影する時に、撮影前にフラッシュを点灯させ、
画面上で被写体を確認できます。

暖色フラッシュ

せ、

写真をより鮮やかに再現する「GRANVU（グランビュー)」搭載の
810万画素カメラ

被写体にタッチするだけでピントが合い、画面内の
ボタンで撮影が可能。もちろん、サイドキーでも撮影
できます。

撮影した写真は大きい文字とわかりやすい操作
パネルで、迷うことなく確認できます。

2
サイドキーでも撮影可能！

タッチでもサイドキーでも撮影可能

迷わず写真を確認できる

薄暗い場所でも自動で手ブレを防止　 インテリジェントシャッター

撮りたいタイミングを逃さない　　ゼロシャッター

撮りたいシーンですぐにピントを合わせられる 　クイックフォーカス

真っ暗なシーンでも被写体を確認できる

その場の雰囲気まで撮影できる　    暖色フラッシュ

カメラまかせでかんたんキレイ  に撮れる「新おまかせカメラ」。

＊フラッシュをオンにした場合。
かんたん！

べんり！

あんしん！

ナチュラル！

あかるい！

スピーディー！

ズレない！

ブレない！



らくらくスマートフォン3なら、送られてきたメッセージ付きの写真が自動で待受画面
に表示されます。お孫さんの日々の成長や、ご家族の様子を楽しみながら知ることが
できる嬉しいサービス。毎日の生活に「送られてくる楽しみ」が増える、スマートフォン
ならではの新しいコミュニケーションのカタチです。

＊画像はイメージです。　2423　

お子さんから送られてきた、お孫
さんや家族の日常の写真を、待受
画面で最大25枚まで表示。
手のひらサイズのフォトパネル
のように楽しめます。

家族揃って手軽に楽しめる｢ファミリーページ｣専用アプリ家族揃って手軽に楽しめる｢ファミリーページ｣専用アプリ家族揃って手軽に楽しめる｢ファミリーページ｣専用アプリ

専用アプリの対応機種：
Android 4.0以降（一部の機種除く）、
iOS 6.0以降

＊ご利用には別途パケット通信料がかかります。

待受画面

次の画像に自動で切り替わる！

投稿写真が最大25枚、
待受画面に表示される

写真をきっかけに始める、家族間コ  ミュニケーションの新しいカタチ。

専用アプリをダウンロードすれば、らくらくスマートフォン以外の
機種でも「ファミリーページ」の利用が可能です。機種に関わらず
ご家族みんなで楽しめます。

お孫さんの写真が待受画面に自動で表示

「ファミリーページ」は招待
された家族や仲間だけが
つながるコミュニティ。
家族の写真や情報が不用
意に広がってしまう心配
がなく、安心して楽しむこと
ができます。

家族間のみで
楽しめるから安心！

写真やコメントを
気軽に投稿する
ことができます。

投稿にコメント
を書き込むこと
で、さらなる交流
を楽しめます。

思い出の
振り返りにも
便利！

投  稿

コメント欄

家族から写真とメッセージを
ファミリーページに投稿。

待っているだけで、
自動で待受画面に！

「ファミリーページ」は写真ごとに蓄積。
コメント付きアルバムになっているから、

いつ見ても楽しい！　

たのしい！

あんしん！

うれしい！

ファミリーページ

あ、きたきた！写真を送るよ～

iOS用 Android用

＊ファミリーページは「らくらくコミュニティ」から利用登録をして始めてください。



＊画像はイメージです。　2625

「らくらくコミュニティ」で利用登録後、「らくらくコミュニティ」内の「ファミリー
ページ」から家族や仲間に招待メールを送れば完了。受け取った方が記載され
た手順に沿って登録すれば、すぐに利用できます。

ホーム画面から
らくらくコミュニティへ

ファミリーページ
を選択

「利用をはじめる」
を選択

「招待メールを送る」を
選択し送りたい相手に
メールを送信

始め方はとってもかんたん！

「ファミリーページ」アプリを
インストールし利用開始

コミュニケーションに！コミュニケーションに！

写真をアップするだけで
手軽に親孝行。ご家族の
アルバムにすれば会話も
弾みます。

コミュニケーションに！

いつもとは違ったコミュニ
ケーションで新鮮な気持
ちに。習い事の成果記録に
も使えて便利。

コミュニケーションに！

その場の感動を臨場感
たっぷりに伝えられるのも
大きな魅力。趣味仲間と
の情報交換にも活躍。

！

で
の
も

コミュニケーションに！

いつもとは違ったコミュニい
ケーションで新鮮な気持ケ
ちに。習い事の成果記録に

た
大

コミュニケーションに！

その場の感動を臨場感
たっぷりに伝えられるのも

ニ
持

そ
た

「招待メールを送る」を選択 メールを送信

大切な家族と、仲間と。｢ファミリー　ページ｣は、始め方もかんたん！

※ご利用には別途パケット通信料がかかります。

「ファミリーページ｣は月額使用料無料※で使えます。友人との家族間の親子間の

アプリのダウンロードはこちらから

らくらくスマートフォンから招待する場合

らくらくスマートフォン以外から招待する場合

iOS用 Android用



このアイコンから
かんたんに
はじめられます。

たくさんの人とつながる楽しさが  満載の「らくらくコミュニティ」。

月額使用料無料※

※ご利用には別途パケット通信料がかかります。＊画像はイメージです。　2827

自慢の写真、俳句、作文など
を気軽に発表できるコンテス
トをご用意しました。

自慢の作品を披露しあう
    各種コンテスト

趣味・生活に関する情報や、
スマートフォン活用法など、
役立つ情報が満載です。

気軽に語れて
みんなで盛り上がれる
     みんなの掲示板

麻雀やリバーシなど好きな
ゲームの攻略法やコツを聞い
たりできます。

ゲームの話題も語り合える
     ゲーム掲示板

P33

同じ趣味を持つ人や

同年代の方たちと、

インターネット上で

かんたんに交流できる

「らくらくコミュニティ」。

さまざまな話題や

役立つ情報も満載で、

初めての方でもあんしんして

お楽しみいただけます。

ご家族や友人、地域クラブなど、
親しい間柄での連絡手段に活用
できます。

お孫さんなどの写真が待受画面
に自動で届きます。届いた写真
にコメントを書き込めます。

特定の仲間とつながる
      個人サークル       

家族同士でつながる
   ファミリーページ

他の人と「ともだち」になったら、
メッセージ交換などが楽しめる
ようになります。

メッセージ交換も楽しめる
    ともだちの投稿

P23

P30

P29

このアイコンから
かんたんに
はじめられます。

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！
個人情報流出
などを防ぐ



投稿されている記事の中には、面白い話や感動的な話、役立つ話などが満載。
景色やペットなどの写真や多種多彩な記事を楽しむことができます。もちろん、
自分で投稿することも可能です。

読んで楽しい！

聞いて役立つ！

読まれて嬉しい！

スマートフォン活用法など、
わからないことを他の
ユーザーに教えてもらえます。

投稿者からの楽しい記事や、
感動する記事などが満載！

テーマ一覧 記事詳細

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！

投稿するとコメントや拍手、
気持ちが表現されたスタンプ
をもらえて、楽しさも倍増！

みんなの掲示板 コンテスト

記事詳細テーマ一覧マ 覧

初回登録ホーム画面 登録完了 らくらくコミュニティTOP

＊画像はイメージです。　3029

かんたん、しかも楽しい！ さぁ、｢らく  らくコミュニティ｣を始めよう！

らくらくコミュニティアプリから複雑な操作なしで、すぐに利用することができます。

始め方もとってもかんたん！

今まで趣味教室など限られた場所のみで共有していた作品も、ここならより多く
の人に披露することができます。

自慢の作品が続々登場！
たのしい！

審査結果

フォトコンテスト3月
「はるいろを探そう！」
作品名
「蜜を求めて睨めっこ
  のメジロと蜜蜂」

審査結果

手芸作品コンテスト

読んで楽しい！聞いて役立つ！
おもしろい！

作品名
「     編みぐるみ
  お子様ランチ パート 3」
 

審査結果

フォトコンテスト5月
「空の声を探そう」
作品名
「日本丸」

審査結果

シェイプアート
コンテスト
作品名
「国鳥_キジ」

かんたん！

大賞

大賞 大賞

大賞



＊画像はイメージです。　3231

インターネットをかんたんに楽しめるよう、専用ブラウザを搭載。操作ボタン・検索
ボタンの常時表示や、シンプルなレイアウト構成など、使いやすさにこだわりました。

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
いてからメニューを探すことなく、
よく閲覧するサイトに素早くかん
たんにアクセスできます。

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シリーズ向
けにご用意。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。

ラジオのような感覚でニュースを聞く
ことができます。画面を見る必要がな
いので、ほかのことをしながらでも旬
の情報をキャッチできます。

国内外のニュースやトレンド記事を
数多く配信。気になる情報を手軽に
チェックできます。

■豊富なニュース記事が読める

どの画面にも
「検索」のボタンがあり、
かんたんに検索可能

どの画面にも
「戻る」「進む」ボタンがあり、

操作がわかりやすい

常時表示の
「終了」「メニュー」ボタンで
終了などの操作もかんたん

ニューヨーク株式
市場は、米連邦公開
市場委員会（FOMC）
が景気回復が…

ブックマークした
サイトまで、素早く
1ステップで接続！

見やすく使いやすい

「ブックマーク」サイトへの
アクセスがスピーディー

見やすくわかりやすい 
   dメニュー®

ニュースを聞ける
  まいチャネル

どんなサイトも見やすく使いや  すい、　かんたんインターネット。

ｄメニューからダウン
ロードして話題の
LINEを楽しめます。

ｄ
ロ

かんたん！

たのしい！

ホーム画面に
専用のボタンを
ご用意

べんり！

あんしん！

インターネット

＊別途パケット通信料がかかります。
｢Google PlayTM｣経由でダウンロードが
必要となるLINE GAMEなどのLINE
連携アプリはご利用になれません。　



＊画像はイメージです。　3433

■  高い人気を誇る　 みんなで脳力ストレッチング

ダウンロードすることなく、お買い上げ時からすぐに楽しめる便利で楽しいアプリ
を厳選して内蔵しました。

全部で40以上の「使えるアプリ」をご用意！

■ 電卓
■ スケジュール
■ 辞書
■ メモ
■ お知らせタイマー
■ ボイスレコーダー
■ 赤外線

■ QRコード読み取り
■  拡大鏡
■ Document Viewer
■ パソコンメール
■ パソコン転送
■ データ保管BOX
■ 声の宅配便

■ 血圧手帳
■ 歩数計
■ おサイフケータイ
■ トルカ

■ テレビ
■ ネットラジオ
■ radiko.jp（ラジオ）
■ メディアプレイヤー
■ dブックマイ本棚ＤL
■ スゴ得コンテンツ
■ iチャネル

［ゲーム］
■ みんなで脳力
　ストレッチング
■  BREAKDICE
■ ソリティア
■ 将棋ウォーズ
さらに無料ゲームも！

■ 乗換案内
■ ご当地ガイド
■ はなして翻訳
■ うつして翻訳
■ ドコモ海外利用

■ らくらく簡単
     写真印刷
■ フォトコレクション
■ 俳句・写真くらぶ

■ 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
■ ドコモバックアップ
■ つながりほっと
　サポート

健康･ショッピング エンターテインメント

便利ツール写真ツール あんしんツール

必要なアプリを幅広く内蔵

便利で楽しい、多彩な  機能と内蔵アプリ。

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」。脳を鍛えるゲーム10本と脳年齢
測定ゲームを楽しめます。

さらに、各ゲームの感想・意見を書き込める掲示板を
「らくらくコミュニティ」にご用意。送られた意見・感想
は、今後のゲーム開発に採用されることもあります。

　 ゲームは続々追加中
脳力ストレッチングの新ゲームや、ネット対戦可能な麻雀など、
楽しいゲームを続々追加中。ジャンル多彩なゲームを、これ一台
で楽しめます。

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するこ
ともできるので、あんしんです。

※ご利用には別途パケット通信料がかかります。

■家族もあんしん

べんり！

「らくらくコミュニティ」に登録すれば「脳力ストレッチング」をはじめ多彩なゲームを楽しむ
ことができます。登録方法について詳しくは30ページをご覧ください。

「らくらくコミュニティ」への登録で多彩なゲームが楽しめる

あそべる！

つながりほっとサポート

乗換・トラベル

ドコモの強いネットワークが実現する、新たな音声通話サービスVoLTEに対応。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、よりいっそう伝わります。

高音質・高画質なビデオコールが楽しめる

つたわる！

＊ドコモのVoLTE対応機種同士で、日本国内のLTEエリアでの通話の場合にご利用になれます。
＊詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

全国大会も
開催

人気の
脳のトレーニング

ゲーム

月額使用料無料※

月額使用料無料※



＊画像はイメージです。　3635

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、嬉しい工夫が満載です。

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3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。

やさしい言葉で
わかりやすく
説明

通話料 無 料

＊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）

かんたん操作ガイドを同梱

どこでもヘルプ

らくらくホンセンター

購入後もうれしい、あんしん機能。

はじめてのスマートフォンへの機種変更でも、今まで使っていた携帯電
話に保存されたデータを手軽に引き継げる「かんたんお引越し」機能を
搭載。microSD™カード（別売）を経由して一括でデータ移行できます。

かんたんお引越し

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。

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

はい！ 
お調べいたします。

らくらくホンセンターへ接続

どこでもヘルプをかんたんに呼び出す

みやすい！ しんせつ！

べんり！

あんしん！

かんたん！

充実の音声読み上げ。

音声読み上げ機能についての詳細は  
http://www.fmworld.net/product/phone/f-06f/yomiage/

わかりやすい読み上げ内容はもちろん、タッチパネルを活かした使いやすい操作性
にもこだわりました。さらに、ジェスチャー操作で読み上げをサポートします。

ピッ

ポッ

低音

高音

選択できる
ボタンは、
「ポッ」という
音でお知らせ

選択できない
ものには、
「ピッ」という
音でお知らせ

画面の上に
いることを
低音で
お知らせ

画面の下に
いることを
高音で
お知らせ

カメラ
ボタンで
リピート
読み

■フリックで項目移動＆
　ダブルタップで入力確定
画面上でフリックをするたびに選択項目を上下
に移動することができます。また、選択している
場所を気にすることなくダブルタップで簡単に
入力確定できます。

■3本指タップで
　画面構成を読み上げ

■スクロールで画面の位置確認
画面を2本指でスクロールすると、画面上部は
低音、下部は高音とスクロール音が変化するの
で、ページのどの位置にいるのかがわかります。

■Web読み上げ／
　リピート読みに対応
要望の多かった「Web読み上げ」や、
読み上げを聞き逃しても側面のカメ
ラボタンを押せばもう一度聞ける
「リピート読み※」に対応しました。

左右のフリックで
フォーカスを上下に移動

画面上のどこかで
ダブルタップで確定

※カメラ使用時および電話着信中、文字入力
　中は異なる動作となる場合があります。

確実に目的
のボタンを
選択する時
に便利

わかりやすい音声読み上げ

画面を3本指でタップすると、現在何
の画面を表示しているかを読み上げ
て確認することができます。

設定です。
12件中、1件目から
6件目まで表示して
います。
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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。●キャップ（外部接続端子カバー）、リアカバーをしっかりと閉
じてください。●キャップ（外部接続端子カバー）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。●キャップ（外部接続端子カバー）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、リアカバー裏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。●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。●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、部品の交換をおすすめします。（有料）

防水／防塵性能について

　本カタログの内容は2015年6月現在のものです。

TEL 03-3570-6064

お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉 

＊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
＊一部のIP電話からは接続できない場合があります。

ご利用にあたってのご注意
●らくらくスマートフォン3本体、電池パック、ACアダプタ、ドコモminiUIM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3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。●お客様ご自身でらくらくスマートフォン3本体、ドコモminiUIM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3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。

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部

＊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。

【らくらくスマートフォン3の操作および本カタログのお問い合わせ先】

◎「Xi/クロッシィ」「iモード」「WORLD WING」「おサイフケータイ」「dメニュー」「iアプリ」「VoLTE」の名称およびロゴは、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。◎Android、Androidロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。◎Wi-Fi®、
Wi-Fi Alliance®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 Smart 
Ready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。◎CorningとGorillaは、
Corning Incorporatedの登録商標、Native Damage Resistanceは、同社の商標です。◎「Human Centric」「ヒューマンセントリックエンジン」「響カット」
「あわせるボイス」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。

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うえおかけください。

DC001232

2015.6

※1 外部メモリはすべての動作を保証するものではありません。 ※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。ベストエフォート形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。Xi対応エリアについて、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。 
※3 東名阪の一部に限ります。※4 高音質通話、ビデオコール等に対応。 ※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時に通信機器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ため、
異常の有無に関わらず2年に1回部品の交換をおすすめします（有料）。IP5Xとは保護度合いを指し、粒径75μm以下の塵埃
が入った装置に8時間入れて取り出した時に通信機器の機能を有することを意味します。 ※7 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「一般社団法人デジタル放送推進協会のホームページ」（www.dpa.or.jp）などでご確認ください。  ※8 「急
速充電」とは、携帯電話機の充電性能として、DC5V 1Aを超えた入力に対応しており、かつ「ACアダプタ 03／DCアダプタ 03」
使用時と比較してより速く充電することができる機能のことです。ご利用には「ACアダプタ 04／DCアダプタ 04」｢ポータブル
ACアダプタ 01｣「ACアダプタ 05」（別売）が必要です。 ※9 「ACアダプタ 04」と充電スピードは変わりません。 ※10 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。 ※11  iDなど一部のおサイフケータイ対応サービスの
みご利用になれます。 ※12 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（https://www.nttdocomo.co.jp）」でご確認ください。

オプション

ドコモminiUIMカードでのみご利用になれます。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miniUIM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。

■本体付属品 ○電池パック F30 ○リアカバー F83 ○卓上ホルダ F46 ○かんたん操作ガイド
■オプション品 ○電池パック F30 ○リアカバー F83 ○卓上ホルダ F46 ○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 02/03 ○PC接続用USBケーブル 
T01 ○ACアダプタ F05/F06 ○車載ハンズフリーキット 01※1 ○キャリングケース L01 ○microUSB接続ケーブ
ル 01※2 ○骨伝導レシーバマイク 02 ○キャリングケース 02 ○ポケットチャージャー 01/02 ○ACアダプタ 
03/04/05 ○海外用AC変換プラグCタイプ 01※2  ○DCアダプタ 03/04  ○L-03Eセット〈Black〉  ○L-02Fセット〈Black〉
＊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 Bluetooth
で接続可。※2 F-06F本体と接続するには、ACアダプタ 03との接続が必要です。

主な仕様
サイズ（H×W×D）
質量
OS
CPU
メモリ　　　内蔵
　　　　 　外部
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（解像度）
カメラ（アウトカメラ／インカメラ）
通信速度※2

VoLTE対応
Wi-Fi／docomo Wi-Fi
Bluetooth
赤外線通信
防水／防塵対応
ワンセグ／フルセグ
急速充電(ACアダプタ04／05)
非常用節電機能
GPS／オートGPS
おサイフケータイ®

エリアメール
WORLD WING※12

約137×67×9.9mm
約138g
Android 4.4
MSM8926（1.2GHz クアッドコア）
RAM2GB／ROM8GB
最大64GB(microSD／microSDHC／microSDXC)※1

2100mAh
LTE:約480時間　3G：約590時間　GSM：約460時間
LTE :約650分　3G、GSM:約530分
約4.5インチHD 有機EL（720×1280）
約810万画素／約130万画素
LTE:150Mbps/50Mbps※3   3G:14Mbps/5.7Mbps
○※4

○(IEEE802.11a／b／g／n／ac)／○
○（4.0）※5

○
○（IPX5/8）／○（IP5X）※6

○※7／ー
○※8（○／○※9）
○※10

○／ー
○※11

○
○

【 対応「○」、非対応「ー」】



家 族 や 仲 間と
もっとつながる
「ファミリーページ」。

週末が待ち遠しい！
楽しみだわ♪週末持って行くね！


