


＊画像はイメージです。

超薄6 . 7mm！
ウルトラスリム防水スマートフォン

ミュー

よりシンプルに、よりスタイリッシュに、

極限まで研ぎ澄まされたスリムフォルム。

プライベートもビジネスも充実させる高機能を

6.7mm&105gのボディに凝縮しました。

利用シーンを選ばない防水性能※（IPX5/8）と

「Corning® Gorilla® Glass」の圧倒的なタフさが、

自由でアクティブな毎日を叶えます。

今を生きるあなたとともに、さらに洗練されたライフスタイルへ。

薄さ6.7mm

高強度＆防水

軽量105g

SL IM

LIGHT

TOUGH

※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）。
※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-07D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。※防水性能に関してのご注意は、P.25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.21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。
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どこまでも美しくスマートに。薄さ6.7mm＆105gの超薄＆
超軽量なスリムボディは、持ち歩くときも操作するときも、
圧倒的な快適性を実現します。

極限まで洗練されたウルトラスリムボディ

（サファイアブラック）Sapphire Black

立体形状で
押しやすいキーデザイン

極限まで洗練された
6.7mmのスリムフォルム

Corning® Gorilla® Glass

極めて優れた高強度・高剛性を誇る
「Corning Gorilla Glass」を採用。
日常使用での擦傷や落下、衝撃から
守るタフさだけでなく、美しさや触感
性にも優れた高機能ガラスです。

耐磨耗性に優れたコーティングを採用。
塗装膜構造を最適化したことで、塗装が
はがれにくく、傷にも強くなりました。
いつまでも美しい外観を保ちます。

ウルトラ タフガード

＊画像はイメージです。 ＊画像はイメージです。

本体

カラーA層

カラーB層

タフガードA層

タフガードB層

塗装膜構造

薄さと強さを両立させたウルトラ　スリムボディ
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Qualcomm®社製Snapdragon®モバイルプロセッサ「MSM8255」(1.4GHz)を搭載。
高い処理能力で、アプリケーション起動やブラウジングの高速化をはじめ、動画視聴や
本格ゲームアプリも軽快に楽しめます。

Snapdragonモバイルプロセッサ「MSM8255」
高性能スマートフォンやタブレット向け1.4GHz高性能チップセット。新たに設計および
最適化されたマルチメディアサブシステムや45nmプロセス技術を採用したことで、シング
ルコアながら卓越したパフォーマンスを低消費電力で提供します。

1.4GHz高性能CPU搭載

ARROWS μに採用したNEW AMOLED（有機EL）ディスプレイは、果物がさらにみずみずしく
見えるNTSC比100%超の高い色再現性と、液晶ディスプレイ比約100倍の高コントラスト
と約100倍の追従性＆応答速度を実現。また、従来のAMOLEDの弱点だった映り込みや
直射日光下での見やすさについて、さらに改善しました。

NEW AMOLED（有機EL）ディスプレイ

指に吸いつくような滑らかな操作感を
実現する優れた追従性で、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。滑らかさや反応性
がさらに向上しました。

サクサクタッチパネル®

未来を予感させる圧倒的ハイパフ　ォーマンス

＊AMOLED（アモレッド）：Active Matrix Organic Light Emitting Diodeの略称。
＊NTSC：National Television System Committeeの略称。

液晶ディスプレイの約100倍の
応答速度で描画も操作も快適

NEW AMOLEDディスプレイ
（描画速度 0.2ms）

液晶ディスプレイ
（描画速度 24ms）

色再現性はNTSC比100%超の
鮮やかで美しい色調

広い視野と高コントラストで、
高い視認性を実現

黒はより黒く
くっきり鮮明に表示

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

NEW AMOLED
ディスプレイ

NTSC

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイの
最高レベル

＊画像はイメージです。 ＊画像はイメージです。

色再現範囲（色度図）

NEW AMOLEDディスプレイ NEW AMOLED
ディスプレイ

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイ
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スマートフォンがWi-Fi
アクセスポイントルーター
になる「テザリング」機能※

に対応。いつでもブロード
バンド環境が作れるので、
外出先でもパソコンや
ポータブルゲーム機など
のインターネット対応機器
を快適に利用することが
できます。

Wi-Fiテザリング

キヤノン製無線LAN対応プリンターを利用し、撮った写真をワイヤレスでプリント可能※。
家中どこからでもスピーディーに印刷できます。また、スキャナ機能とも連携しているので、
写真や文書のPDF化もカンタンです。

プリンター＆スキャナ連携

DLNAに対応しているブルーレイ
ディスクレコーダー※1などと連携して、
録画した地デジ番組※2を高画質で
ストリーミング再生することがで
きます。家中どこでも視聴できるので、
部屋ごとにテレビやレコーダーを
置く必要がなくなります。

DLNA®/DTCP-IP

ヘッドホンを繋げば、ホームシアターのような臨場感あふれる高品質なサラウンドを再現。
有機ELの画面に映し出される美しい映像を、上質な音質で存分に楽しむことができます。

SRS TruMediaTM

＊画像はイメージです。 ＊画像はイメージです。

手のひらから楽しさ広がるエンターテ　インメント機能

※1 対応機器については富士通公式HP（FMWORLD）に掲載予定です。※2 著作権保護技術DTCP-IPに
対応したDLNAサーバーに録画・保存された地デジ番組が対象となります。すべてのDLNA対応機器
との連携を保証するものではありません。なお、コンテンツによっては再生できない場合があります。
また、地デジ番組のストリーミング視聴時は、無線LAN接続はIEEE802.11nでの接続を推奨します。
＊ご利用には、家庭内無線LAN環境が必要です。

＋DTCP-IP

※対応機器は、最大8台まで接続可能です。Wi-Fiテザリングは、IEEE802.11b/gのみ対応。
＊ご利用にはspモードの契約が必要です。 ＊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加入を強くおすすめします。 ＊「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」として課金されます。 ＊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」
となりますので外部機器での通信が終了次第、テザリングを無効にすることを強くおすすめします。
＊テザリングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境によっては外部機器に
おいてアプリケーション（ブラウジング・ゲームなど）が正常に動作しない場合があります。

インターネット

※無線LAN対応プリンターとの接続には無線LANアクセスポイントとなる無線LANルーター
（別売）が必要となります。また、無線LANのアドホックモードでの接続は非対応です。
＊対応機器については、キヤノンHP（canon.jp/pixus）をご覧ください。

無線LAN対応プリンター

＊掲載のインナーイヤーヘッドホン（ATH-EC707）は別売です。撮影協力：株式会社オーディオテクニカ

無線LAN
ルーター

KITCHEN

LIVING ROOM

STUDY ROOM

BEDROOM

無線LAN
ルーター

　は、「Fイチ押しApps」より、別途アプリをダウンロードする必要があります。

SRS TruMediaは、携帯電話やポータブル・メディア・プレーヤーなどモバイルデバイスの
ために特に調整されたプレミアム・オーディオ・ソリューションで、映画館にいるような
臨場感あふれるサラウンド・ヘッドホン機能と共に、深く、豊かな低音を提供します。

メディアプレーヤー

ポータブルゲーム機 パソコン
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Smartphone
TOTAL SALES BY CATEGORY

2009

2010

2011

Word、Excel®、PowerPoint®やPDFファイルをいつでもスムーズに閲覧。Microsoft Office文章は、最新の
Microsoft Office 2010のファイルに対応しています。

音声ファイルや動画ファイルに対応している本格
マルチメディア辞書を搭載しました。広辞苑や
リーダーズ英和辞典など、ハイエンド電子辞書
専用機と同等の本格有名辞書、全29辞書が全て
利用できます。知りたい用語を複数の辞書で一気
に検索できる「一括検索」も使えます。また、読み方
のわからない漢字はもちろん、韓国語や中国語も
手書き入力で検索できるので便利です。

富士通モバイル統合辞書+

検索ウィジェットにキーワードを入力して、検索したいサイトを選択するだけで、指定
したサイト内のキーワード検索した結果をダイレクトに表示できます。情報検索や
ショッピングなど、目的に応じてサイト内を直接検索できるため、これまでの手間を省略
できます。また、検索サイトは候補内から自分で追加することが可能です。

ウルトラ統合検索

Word、Excel®、PowerPoint®やPDFファイルを
いつでもスムーズに閲覧。Microsoft® Office
文章は、最新のMicrosoft Office 2010のファイル
に対応しています。

Document Viewer（ドキュメントビューア）

ビジネスシーンでも活躍する多彩　な機能

＊本アプリおよび一部の辞書データは、ダウンロードが必要です（別途パケット通信料がかかります）。

＊ファイルによって表示できない場合があります。

検索ウィジェットを
タップして･･･

検索する用語を入力

○広辞苑 第六版 DVD-ROM版

　+6分野別検索

　（慣用句・漢字・人名・地名・作品名・季語）

○リーダーズ英和辞典　第2版

○新和英中辞典　第5版

○新漢語林　MX版

○みんなで国語辞典②あふれる新語

○KY式日本語

○問題な日本語

○築地魚河岸ことばの話

○現代用語の基礎知識2011年版

○家庭医学館

○角川類語新辞典

●デイリー日中英・中日英辞典

○デイリー日韓英・韓日英辞典

○デイリー日独英・独日英辞典

○デイリー日仏英・仏日英辞典

○デイリー日伊英・伊日英辞典

○デイリー日西英・西日英辞典

●デイリー日中英3ケ国会話辞典※

○デイリー日韓英3ケ国会話辞典

○デイリー日独英3ケ国会話辞典

○デイリー日仏英3ケ国会話辞典

○デイリー日伊英3ケ国会話辞典

○デイリー日西英3ケ国会話辞典

●はアプリに内蔵、○はダウンロードによる提供となります。
※お買い上げ時、本体内で一部簡易版（マルチメディアデータ非対応）として提供。

＊画像はイメージです。 ＊画像はイメージです。

Wi-Fiネットワークを使ってF-LINKに
対応したスマートフォン、iモードケー
タイ、タブレット、パソコンとワイヤ
レスで直接データのやり取りが可能。
写真や動画はもちろん、オフィス文書
などの送受信もスムーズです。

＊対応機器およびパソコン側F-LINKソフトについては富士通公式HP（FMWORLD）をご覧ください。

F-LINK

指定したサイトで
ダイレクトに
検索できる!!

　は、「Fイチ押しApps」より、別途アプリをダウンロードする必要があります。

29辞書＋6分野別検索
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一人ひとりに
聞きやすく

照度センサーで明るさを感知し、周囲に
合わせて画面を最適な輝度に自動で調
整します。

明るさ自動調整

スーパーはっきりボイス3＆ぴったりボイス
- 相手の声を聞き取りやすく -

- 使う方が聞きやすいように音質を補正 -

- ゆっくりした声で聞き取りやすく -

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に応じた
音質補正を行うことができます。

あわせるボイス2

手書き文字入力

ユニバーサルデザインフォント

一人ひとりに直感的な使いやすさ 〈 ヒューマンセントリックエンジン 〉

誰もが見やすい視認性視覚

自分に最適な聞きやすさ

自然でスムーズな操作性

識字性にこだわったユニバーサルデザイン
フォントをプリインストール。これまでのフォント
に比べて、濁点・半濁点や文字のはなれた部分が
明確になり、読みやすさが格段に向上しました。

空間を広くとり、つぶれ
にくくすることで見やすく

はなれを明確にし、かたちの
似た文字を判別しやすく

照度センサー

キーボード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
不要なため、直感的にすばやく文章
を作成できて便利です。また、高性能
な日本語入力システム「ATOK」を
採用しています。

カンタンに絵文字を
入力できる

キーボードで
文字入力中に…

絵文字を
手書き

＊画像はイメージです。 ＊画像はイメージです。

聴覚

触覚

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
やすくする「スーパーはっきりボイス3」
に加え、歩行中や走行中の体の揺れ
などに合わせ適切な音量制御を行う
「ぴったりボイス」を採用しました。

ゆっくりボイス

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。

ヒューマンセントリックエンジン
「見やすさ（視覚）」「操作感（触覚）」「聞きやすさ（聴覚）」。これら“3感”の心地よさを極め
るために、富士通が独自に開発したキーエンジンです。さらに、洗練されたセンシング技術
により実現した、生活に役立つ便利なアプリも搭載しています。
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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。チェックした結果を元に「ミス
ユニバースジャパンビューティースクール」が監修したバランス改善のためのアドバイス
やトレーニング法を提供し、あなたの健康をサポートします。

ビューティーボディークリニック

スッキリ目覚まし

高橋尚子のWalking&Runningクリニック

からだライフ

スマートに効率的にボディーケア 〈 ヒューマンセントリックエンジン 〉

●総合得点
●体のバランス

●筋肉のかたい部位
●脂肪のつきやすい部位

●未来予想図測定結果

ARROWS μは、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を
搭載。さらに「からだライフ」では、毎日の
歩数のグラフ表示・健康支援アドバイスに
加え、脈拍や自己ベスト/自己ランキングの
記録も可能です。

加速度センサーとマイクを使い、睡眠中の体の動きや呼吸から眠りの深さを検知。眠りが
深いときではなく、浅いときにアラームを鳴動させ、スッキリ快適な目覚めを促します。

マラソンランナーの高橋尚子さんが
ウォーキングとランニングのフォームを
診断します。適切なアドバイスにより、
あなたの毎日の運動をサポートします。

すこやかな毎日をサポートセンシング

＊画像はイメージです。 ＊画像はイメージです。

＊本体を枕の横など身体の近くに置いたままお休みください。

Fイチ押しApps

富士通がおすすめするARROWS μ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！

＊別途、パケット通信料がかかります。

浅い

深い

アラームを鳴動 アラーム設定時刻

6:30 7:00 時間

30分に設定した場合

設定時間帯

睡
眠

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

診断結果 アドバイス

　は、「Fイチ押しApps」より、別途アプリをダウンロードする必要があります。 1413



最大4個を
配置できる

ドックによく使う
アプリを配置

1つ右のホーム画面に
移動してもアプリは固定

使いやすさを追求したNX! comf　ort UI

＊画像はイメージです。 ＊画像はイメージです。

シーンによって自分らしいお気
に入りのホーム画面をカンタン
に切り替えることができます。
例えば、プライベートとビジネス
で、好きな壁紙やウィジェット、
ショートカットなどをカンタンに
切り替えられるので便利です。

シーン切替

ホーム画面上で２つのアプリ
アイコンを重ねるだけで、フォルダ
が作成できるため、同じジャンルの
アプリをまとめるときなどに
便利です。フォルダをタップする
と吹き出し形式でフォルダ内
のアプリが表示されます。また、
フォルダ名も変更することが
できます。

カンタンフォルダ作成

ドックに配置したお気に入りのア
プリは、ホーム画面を移動しても
固定表示のため、すぐに起動する
ことができます。最大4個のアプリ
ケーションをドックに配置する
ことが可能です。

ドック機能

並び順の編集で、既存のカテゴリ
にアイコンを移動したり、新しく
カテゴリを作成したりするなど、
カンタンにカテゴリ分けができ
ます。また、好きなカテゴリ名を
つけられるので便利です。

アプリメニューのカテゴリ分け

カテゴリへの登録
変更もカンタン！

カテゴリ名を
自由につけられる！

プライベート（例） ビジネス（例）

アプリアイコンを
ドラッグして重ねると・・・

フォルダが作成される

好きなフォルダ名に
変更可能！！
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アプリロック／シークレットアプリ設定

毎日に安心・便利をもたらす充実　機能

富士通ならではのセキュリティ機能 多彩なカメラ機能

ケータイでおなじみの便利機能

アートカメラ

クロマキーやトイカメラ、ジオラマなど
特殊なフィルター機能を12種類搭載。
自慢したくなるようなこだわりの1枚が
撮影できます。

マイコレクション

保存された写真・動画を日付や場所などで自動分類。表示したい写真をカンタンに探すことができます。

自動シーン認識

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QRコード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。

パスワードマネージャー

ブログや会員サイトなどに登録している複数のID・パスワードのセットを
一括管理できます。複雑なパスワードを覚える必要がなくなり、パスワード
忘れや間違いを防ぐことができます。ID・パスワードはARROWS μ
内部で暗号化して記録しているので、万一の時も安心です。

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カンタンに使うことができます。

アプリごとにロック設定ができます。
アプリ起動時に認証操作が必要になる
ため、メールを見られたくない場合や、
一時的に友人に渡すときなどに便利です。

アプリごとにシークレット設定が可能。
シークレット設定されたアプリは、
シークレットモードをONにすると
自動的に隠れるので安心です。

アプリロック
「Data Defender」

シークレットアプリ設定

＊ホームアプリが「NX! comfort UI」の
時に利用可能です。

＊動画ファイルは日付の分類にのみ対応しています。

※VGA（640×480）サイズまで。5M（2592×1944）
サイズの静止画でISO6400まで対応。

人物風景 夜景接写 QRコード

おサイフケータイ QRコード®赤外線通信※ワンセグ

高感度撮影モード（最大ISO12800※相当）

撮影が難しい室内や暗い場所でも、被写体のブレを
抑え、明るく鮮やかな写真を撮影することができます。

OFF ON

＊画像はイメージです。 ＊画像はイメージです。

※赤外線通信で移せるデータは以下の通りです。
電話帳／マイプロフィール／名刺／メール／スケジュール・メモ／静止画／動画／トルカ

夜景＋人物 スポーツ

その他の
フィルター機能 クロスプロセス 魚眼

ダーク アンカラフル

白黒反転

ビビッド

ソフトフォーカス

セピアモノクロ

元画像 ジオラマ

元画像 クロマキー トイカメラ

　は、「Fイチ押しApps」より、別途アプリをダウンロードする必要があります。 1817



スマホライフをさらに豊かにする＠F　ケータイ応援団

Market

著名な無料・有料アプリを多数ご紹介！ 便利な
実用アプリから楽しいゲームまで、人気のアプリ
をセレクトしました。スマートフォンを手に入れたら
まずココをチェック！！

アプリ紹介
おすすめアプリが一目でわかる！

豊富なオリジナルアイテムを無料ダウンロード！
ホーム画面やメールを自分らしくカスタマイズしよう！！

無料アイテムダウンロード
オリジナル絵文字や壁紙が取り放題★

デコメ絵文字壁紙 デコメピクチャ

＊画像はイメージです。 ＊画像はイメージです。

＠Fケータイ応援団

「AndroidTM」搭載スマートフォンをご利用の方は、
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。

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。

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スマートフォン用
ＱＲコード

「＠Ｆケータイ応援団」
アプリを
ダウンロード。

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。

マーケット

1 2 3

＊デフォルトのホーム画面のブックマークアイコンから簡単
にアクセスできます。

ライブ壁紙やデコメ素材など、豊富なコンテンツが
無料で取り放題！その他キャンペーン情報の配信や、
サイトを利用するごとにたまる＠Ｆポイントで豪華な
賞品が当たるプレゼントコーナーも実施中！

＊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｡

無料・有料それぞれ100本以上のアプリを掲載！！
紹介アプリは続々追加中！
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●インターネット接続サービス
「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。

●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）

スマートフォンを海外で利用するための面倒な設定が、これひとつで解決できます。
海外事業者設定・データローミング設定が、カンタンに行えます。

spモード

ドコモ海外利用アプリ

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ます。

dマーケット

SERVICE

●メールサービス
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。

＊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。

※ ご利用にはspモード（月額使用料：315円）のご契約が必要です。＊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」、「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。

アプリケーションのインストール時など、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 あんしんスキャン

オプションサービス

＊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。

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ります。
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。

docomo Palette UI

アメリカでもハワイでも中国でもいつもの電話で通話はもちろん、メールやインター
ネットが使えます。

WORLD WING（3G+GSM）

＊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。

●spモード決済サービス
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。

＊本サービスに対応したコンテンツに限ります。

●電話帳バックアップサービス
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。

＊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。

＊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契約状況は、お客様
自身で事前にご確認ください。

月額使用料 無料

お申込み 不要

　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！
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主な仕様 F-07D  本体付属品

F-07D  オプション

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。

F-07D

○F-07D（リアカバー F68、保証書含む）
○電池パック F24
○PC接続用USBケーブル T01

○FOMA充電microUSB変換アダプタ T01
○卓上ホルダ F34
○microSDカード2GB（試供品）

○リアカバー F68
○電池パック F24
○卓上ホルダ F34
○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
○ポケットチャージャー 02
○ACアダプタ 03
○海外用AC変換プラグＣタイプ 01※3

○microUSB接続ケーブル 01
○DCアダプタ 03

◎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、ACアダプタ 03との接続が必要です。

※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 録画
予約機能は非搭載です。※3 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。※4 ご利用にはspモードの契約が必要です。 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加入を強くおすすめします。 「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。なお、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。※5 対応プロファイル：HFP、HSP、DUN、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP

サイズ（H×W×D）

質量

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

CPU

メモリ

OS

 　　防水

 　　おサイフケータイ

 　　ワンセグ

 　　GSM

 　　赤外線

 　　GPS

 　　DLNA/DTCP-IP

 　　USB機器接続

 　　プリンター＆スキャナ連携

 　　HDMI

 　　Bluetooth
 　　

 　　Wi-Fi

約127×64×6.7mm（最厚部約8.5mm）

約105g

3G：約310分
GSM：約300分

3G：約460時間
GSM：約350時間

4.0インチ有機EL WVGA（480×800）

アウトカメラ：有効約510万画素CMOS
インカメラ：なし

1.4GHz Single Core

RAM 512MB/ROM 1GB

Android 2.3

○(IPX5/8)

○

○（視聴予約○/録画予約ー）

○

○

○

○

ー

○

ー

○2.1＋EDR　HFP、HSP、DUN、OPP、SPP、HID、　　
　　　　A2DP、AVRCP、PBAP、HDP

○(IEEE802.11b/g/n)

そ
の
他
機
能

SPEC OPTION

ミュー

ー

○○○

○/○○○

○○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※3 テザリング※4 Bluetooth※5

ワンセグ※2防水おサイフ
ケータイspモード※1 赤外線通信

＊画像はイメージです。

対応「◯」、非対応「ー」

（　 　　　　　　）
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＊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-07D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。
●F-07D本体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。

● F-07D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。 ● F-07D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F-07D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。 ● F-07D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
F-07D本体の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やF-07D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-07D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）。 ● 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。

［ご利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。●リアカバーや
キャップ（外部接続端子カバー）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。●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F-07D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。］

DC0093

＜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12月現在のものです

◎「FOMA」「WORLD WING」「iモード」「パケ・ホーダイ」「spモード」「おサイフケータイ」「デコメ絵文字」「エリアメール」「docomo Palette UI」
「デコメ」「デコメール」「ｄマーケット」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。◎Facebook®は
Facebook,Inc.の登録商標です。◎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。
◎DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Allianceの商標です。◎Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、
WPA2™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。◎Microsoft®、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
◎Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国のMicrosoft Corporationの商品名称です。本書ではExcel、Wordのように表記している場合が
あります。◎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。
◎「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。◎QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。◎　 はフェリカネット
ワークス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。◎　　　　 およびAOSS™は株式会社バッファローの
商標です。◎Corning® Gorilla® GlassはCorning Incorporatedの登録商標です。◎Qualcomm およびSnapdragonは米国
Qualcomm Incorporatedの登録商標です。◎「ホットペッパー」は株式会社リクルートの登録商標です。©RECRUIT◎「UD新丸ゴ」は、株式会社
モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。◎「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。
◎おサイフケータイ対応の各種サービスは、各おサイフケータイ対応サービス提供者によって提供されます。◎各おサイフケータイ対応
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、直ちに各おサイフケータイ対応
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。TruMedia™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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ウルトラスリム防水スマートフォン超薄6.7mm！


