F-07F
欲しい機 能全 部入り。
上質を極めた
ハイスペックスリム防水ケータイ。

防水・防塵
IPX5/8

IP5X

欲しい機 能全 部入り。
上質を極めたハイスペックス リム防水ケータイ。
ドコモ ケータイ

F-07F

ケータイに求められる機能を集結した、
充実のハイスペック。
所有欲を刺激する上質を極めたスリムデザイン。
キズがつきにくいタフボディで美しく長持ち。
最適な使いやすさをサポートする
ヒューマンセントリックエンジン®＆安心のセキュリティ。
ケータイに求める機能をすべてここに。
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1000mAh
大容量バッテリー

約
万画素カメラ

カメラ
フォトライト

防水・防塵※

Bluetooth

GPS/
オートGPS

無線LAN

おサイフケータイ

赤外線通信

ワンセグ

プライバシー
モード®

FM
トランスミッタ

WORLD
WING

FOMA
ハイスピード

エリアメール®

※防水・防塵性能（IPX5/8・IP5X）に対応。防水・防塵性能については、
P21をご覧ください。
＊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。
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Gold

Black

＊画像はイメージです。02

洗練されたフォルムとカラ ーリング。本物を知る人ほど、手にしたくなる。
見やすい約3.3インチの大画面
写真もメールも見やすい約3.3インチ
フルワイドVGA TF T液晶を搭載しています。

押しやすく
暗いシーンでも見やすいキー
Black

Hairline

豊かな表情を生みだす
スタイリッシュで上 質
なヘアラインの質感。
本物を知る大人の上質
な黒。

キーは押しやすいドーム型。操作時に
手元を華やかに彩るイルミネーションは
10色、12パターンから選択できます。

ハードパネル
硬化コーティングを施
した本体 表面パネル。
キズに強く、美しい外観
を保ちます。

カラーパターン

暗い場所での
光り方イメージ
（ブラック）

スリムボディ&
手になじむ
ウェッジシェイプ

Gold

Hairline

持つ人の個性を気品の
ある上質なヘアライン
で 演 出 。美しく優雅な
大人のゴールド。
03

ボディ中央から先端に
向かってカーブ を描く
フォルム。しっかりと手
のひらになじみます。

ウルトラタフガードplus
キズ が つきにくく
塗装も剥がれづら
い本体裏面。指紋
もつきにくくなって
います。

ウルトラタフ
ガードplus

カラーA層
カラーB層
本体

塗装構成
＊画像はイメージです。04

High Spec

欲しい機能全部入り。様々なライフスタ イルを支える充実のハイスペック。
ハンズフリーで通話を便利に。
Bluetooth®

F- 07Fをポケットに入れたままでも、カーナビでハンズフリー通話が可能。
また、ワンセグや音楽を、Bluetooth対応のカーオーディオやヘッドホンで
楽しめます。
対応プロファイル：HSP、HFP、DUN、OPP、A2DP、AVRCP、SPP、HID、BIP、HDP
＊ すべてのBluetooth 機器との接続を保証するものではありません。
＊ 操作や通話、ヘッドホンの利用は安全な場所に停車して行ってください。

大容量電池で、安心の電池持ち。
1000mAhバッテリー

電池容量を1000mAhにアップし、連続待受時間が
約70時間長くなりました※。Bluetooth ®や無線LAN
など、充実の機能を十二分に活用できる電池持ちを
実現します。※F-01Eと比較して。

約20%
アップ
820mAh

1000mAh

使用時間をさらに延長。
ecoモード（省電力設定）

あらかじめ設定した電池残量になると、自動的にecoモードを起動するので
外出や出張中も安心して活用できます。

名刺の情報を素早くカンタンに登 録可能。
名刺リーダー

カメラで撮 影した名刺から文字情 報を
認 識し、電 話 帳に登 録することが でき
ます。
＊文字認識エンジンは、オムロン（株）のMobile
OmCR を使用しています。
Mobile OmCR © OMRON Co.,Ltd. 2009 All Rights Reserved.

あらゆる場面で、スムーズに操作できる。
800MHzの高性能CPU搭載により、カメラや
メール、アプリの起動、動画再生など、
あらゆる
場面でスムーズな操作が可能です。
＊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。
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富士
Fuji

通夫

Michio

富士通株式会社

東京都○×△区○×△X-X-X ○×△ビル 〒XXX-XXXX

Tel.03-XXXX-XXXX Fax.XX-XXXX-XXXX
E-mail.fujimichio@XX.XXX
www.fujitsu.com

名刺を撮影するだけで
カンタンに登録

＊お買い上げ時のecoモード自動起動設定は電池残量40%に設定されています。
＊数字「5」キーの長押しでも起動できます。

高性能ＣＰＵ

営業部
課長

海外出張先からも通話＆メールOK！
WORLD WING®

いつものケータイで通話はもちろん、インターネットやメールが使えます。

＊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。
＊ご利用可能な国・地域はドコモのホームページ（http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/）を
ご確認ください。
＊画像はイメージです。06

High Spec

ワイヤレス連携でいろいろな機器とつ ながる。使い方が広がる。
ワイヤレスでいろいろな機 器をネットに接続。
無線LAN

アクセスポイントモード（無線LANテザリング）

F‒ 07Fを無線L ANアクセスポイントとすることで、タブレットやポータブル
ゲーム機など、様々な無線LAN対応機器を、最大4台まで同時にネットに接続
できます。
ゲーム機で
ネット対戦

インター
ネット
FOMA網
経由

高速 通信でネットが快 適。
無線LAN

クライアントモード

自宅の無線LAN回線や、街中にたくさんある無線LANアクセスポイントを利用
して、フルブラウザでストレスフリーにインターネットを楽しめます。
＊無線LAN規格IEEE802.11b/g/n対応。＊インターネットに接続するには、家庭用無線LAN環
境、
または公衆無線LANサービスが利用できる環境が必要です。＊別途プロバイダ契約が必要
な場合があります。
また屋外での無線LANスポットには、別途契約が必要な場合があります。

インター
ネット
ブロードバンド
接続
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無線LAN
アクセスポイント

無線LAN
接続

フルブラウザ閲覧

無線LAN
接続

タブレットやパソコンで
ネット・メール閲 覧

＊無線LAN規格IEEE802.11b/g対応。＊ご利用にはF-07FとFOMAネットワーク間で通信料金がかかります。
送受信データの容量が多い場合はパケット通信料が高額になるおそれがありますので、
「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。＊アクセスポイントモードをご利用される際の通信
は、
「パケ・ホーダイ」
「パケ・ホーダイフル」の定額対象外です。＊mopera Uなどの外部機器を接続した通信
を利用するためのプロバイダとの契約が別途必要となります。＊パケット定額サービスやmopera Uのサー
ビス内容など詳細についてはドコモホームページをご覧ください。＊アクセスポイントモード利用中は、音
声通話、SMS、エリアメール以外の通信ができなくなります。受信したiモードメールはiモードメールセン
ターに保管されます。＊FOMAのエリア内でご利用いただけます。また通信環境やネットワークの混雑状況
によってはご利用いただけない場合があります。＊動画ストリーミングなどのデータ量の大きな通信では、
接続できない場合があります。また、
ダウンロードに時間がかかる場合があります。

スムーズにパソコンとデータ連携。
F-LINK

F- 07F内の写真や動画をワイヤレス
（無線 L A N）でカンタンにパソコン
やタブレットに取り込んで、管理する
こと が で きま す。ケ ーブル 接 続 や
microSD TMカード（別売）の抜き差し
などの わずら わしさが なく便 利 で
す。
撮影した写真や動画を一括管理
＊対応ファイル：写真／動画（ワンセグ録画データなどの著作権保護データは除く）／Officeファイルなど。
＊対応機種やF-LINKソフトのダウンロードなどについては、FMWORLD（http://www.fmworld.net/product/phone/flink/）
でご確認ください。＊ご利用には、パソコンにケータイ登録（初期設定）が必要です。
＊画像はイメージです。08

High Spec

Camera

カンタンキレイに撮れる1310万画素カメラ。

ケータイ内の音源を高音質カーオーディオで。
FMトランスミッタ

ミュージックプレーヤーやワンセグ、
iモーション ® の音声をF M 波 で 送 信
できるので、自動車や自宅のFMラジオ
などで、手軽に音楽を楽しめます。

カーオーディオ

♪♪

高性能カメラで、高解像度の優れた描写を実現 。

♪♪
オーディオコンポ

初めて行く場所でも迷わずに到着。
ドコモ地図ナビ™「地図アプリ」

車、電車＋歩行者ナビ、さらに自転車ナビまで、出発地から目的地まで、総合的に
ナビゲーションします。もちろん渋滞情報、オービス情報、ETC割引、駐車場の
満車・空車情報も完備しています。

＊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(税抜300円/月)およ
びドコモ地図ナビ(税抜300円/月)のご契約が必要です。
＊GPS非対応機種では、ナビゲーション機能
などをご利用いただけません。
＊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
になりますので、パケット定額サービスをご利用ください。
＊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。

定番のサービス・機能もしっかり使える。
おサイフケータイ/ワンセグ※/赤外線通信

使い慣れた様々な便利機能を
ご利用いただけます。

※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。

突然、雨に降られても安心。
防水（IPX5/8※）/防塵（IP5X※）対応

水まわりでのワンセグ視聴など、濡れた手でも安心して操作ができます。

※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をご確
認ください。防水・防塵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
換をおすすめします（有料）。防水・防塵性能についてはP21をご覧ください。
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・低ノイズ化
・高解像度

・優れたノイズ処理
・高速撮影
・多彩な機能
・高画質 ・細部までクリア ・色鮮やかで美しい

圧倒的に美しい描写を実現 。
Exmor R for mobile

GRANVU

裏面照射型CMOSセンサー「Exmor R® for mobile」、低ノイズ化と多彩な
撮影機能を実現する画像処理エンジン「GRANVU（グランビュー）」を採用。
デジタルカメラ並みに高精細で美しい写真や動画が撮影できます。

薄暗い場所でも明るく撮れる。
最大ISO25600※相当高感度撮影

画像処理エンジン「GRANVU」により、ノイズリダクション処理
でザラツキ感を極力抑え、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。さらに、フォトライトで暗い
シーンの撮影をサポートします。

※３M（1536×2048）サイズまで。13M（3096×4128）サイズの静止画で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。

ダイナミックな構図を楽しめる。
広角28mmレンズ※

被写体との距離が近くても、より広範囲で奥行のある写真を撮影することが
できます。※35mmフィルム換算。
＊画像はイメージです。10

Camera

さらに撮 影が楽しくなる多彩なカメラ 機能。
カメラまかせで様々なシーンをキレイに撮 影。

思い出を超美麗な映 像で残せる。

自動シーン認識

風景や人物・夜景・接写など、9つのシーンからカメラが自動で判別し、撮影
モードを切り替えます。便利なQRコードの自動認識にも対応しています。
○標準 ○夜景 ○風景 ○人物 ○逆光 ○スポーツ ○文字 ○ホワイトボード ○高感度

写真や映 像をアートの領域に。
アートカメラ（静止画・動画※）

クロマキーや魚眼など11種類の効果が楽しめる特殊なフィルター機能を搭載。
静止画に加え、動画機能にも対応し、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。※画像サイズがQVGA（240×320）、VGA（480×640）のときに設定可能。
通常撮影

セピア

クロマキー

ソフトフォーカス

通常撮影

魚眼

通常撮影

ビビッド

通常撮影

＊フルHDサイズの撮影動画保存は、microSDカード（別売）／microSDHCTMカード（別売）をご
利用ください。＊画像サイズがフルHD（1920×1080）のときに使用するmicroSDカード
（別売）／
microSDHCカード（別売）は、SDスピードクラスがClass4以上のものを推奨します。

写真や動画を自動で一括管理。
マイコレクション

本体 およびm i cro S Dカード（ 別売）／m i cro S D H C
カード（別売）に保存された写真・動画を日付や場所、
被写体などのカテゴリーで自動的に分類。任意でフォルダ
やアルバムの作成もでき、撮影後の整理に役立ちます。

ケータイ本体のデータ

複数データを
一元管理

トイカメラ
その 他 の 効 果

モノクロ

ジオラマ

クロスプロセス

アンカラフル

ダーク

目で見たままの風 景を写真に記録。
HDR（ハイダイナミックレンジ）合成

シャッタースピードが
露光時間
（シャッタースピード）
速い方が空がキレイ
の違う2枚の写真を同時に
撮影し、自動で合成します。 短時間露光
HDR 局所階調
合成 最適化
実際に目で見る鮮明で美しい
風景などをそのまま記録でき
シャッタースピードが
遅い方が建物がキレイ 両方の良いところを合成
ます。

長時間露光

11

フルHDムービー撮影

フルHD（1920 1080）サイズの超高画質ムービーの録画が可能。細部まで
くっきりキレイな映像を楽しめます。

外部メモリのデータ

見やすく自動分類

思い通りの撮影をサポートする便利な機能
シーン・被写体を自動で認識

手の揺れなどを大幅に低減する

手ブレ補正

スーパーデジタルズーム※1

動きに合わせてピントを自動調節

指定した顔にピントを合わせる

連写後に最高の一枚を自動選択

光の反射を抑えてキレイに撮影

動画※2を2倍速で再生する

オートフォーカス

トラッキングフォーカス

背景のボケ感で本格的な一枚に

ぼかし強調モード

通常の４倍のコマ数で録画して再生

なめらかスローモーション

サーチミーフォーカス

ホワイトボード撮影モード

アップで撮ってもキレイ

ベストショットセレクト
クイックモーション

※1 静止画（最大約35倍 32段階）、動画（最大約16倍 32段階）
※2 クイックモーションに設定して撮影した動画。音声は録音できません。
＊画像はイメージです。12

HUMAN CENTRIC ENGINE

いつでも、どこでも最適な使いやすさ を実感できる。
街中でも聞き取りやすい。

3

スーパーはっきりボイス3 ＆ ぴったりボイス

人ごみでの騒 音を検 知すると、音域ごとに相手の聞こえにくい声を強調し、
聞き取りやすく変換する「スーパーはっきりボイス3」に加え、歩行中や走行中
など通話時の状態を検知して、最適な通話音量に自動で調整する「ぴったり
ボイス」を採用しました。
OFF
もしもし

ガヤ
ガヤ

ON

もしもし

ガヤ
ガヤ

ガヤ
ガヤ

歩行距離やカロリーを計測し健康管理。
エクササイズカウンター & ウォーキングチェッカー

ケータイを持ち歩くだ
け で 消 費 カロリー 量
や 活 動 量を計 測 でき
ます。さらに、歩数に
応じてアニメーション
が 変化する待 受 壁 紙
を使って、ウォーキング
を楽しみ な がら健 康
管理ができます。

歩数に連動した待受画面

活動・歩行状況

自動で環境を検知してマナーを守る。
乗り物 ＆ ロケーションマナーサポート

相手の声がゆっくりと聞こえる。

【乗り物マナーサポート】

乗車中の電車・バス・新幹線の揺れや速 度を検 知し、マナーモードやメール
自動返信の設定切替を促します。

ゆっくりボイス

通話している相手の声の
スピードを調 整し、より
聞き取りやすくします。
例えば、相手が早口で話
しても、ゆっくり聞こえ
るので安心です。

OFF

もしもし

ON

も し も し

山 田です

久しぶり

山 田 で す

久 し ぶ り

会 話 中の 無 音 区 間を調 整

【ロケーションマナーサポート】

マナーモードやメール自動返信
の設定頻度が高い場所を、ケー
タイ本体が記憶。次回から周辺
に近づくだけで設定切替を自動
で行います。
＊「場所毎ライフスタイル」の設定が
必要です。

さらなる進化で、より快 適な生活をサポート。
ヒューマンセントリックエンジン

富士通が長年培ってきたモバイルセンシング技術により、使う人を中心にした豊か
で快適な生活をサポートするシステムの総称です。お客様一人ひとりのさらに便利
なケータイライフをサポートします。
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設定した
場所に近づくと、
自動で
マナーモード設定

アウトドアなどでも大活躍。
方位磁石

地磁気センサーを利用して方位が測れます。電波
やパケット通信が不要なので、電波の届かない圏外
でも利用できます。
＊画像はイメージです。14

Security

Useful Function

情報がしっかり保護され安心。
指定した情報をがっちりガード。

知りたいことを、いつでもナビゲート。

プライバシーモード

指定した人物・グループに関する情報をまとめて非表示にできるプライバシー
モードを搭載 。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、さり気なく通知します。他にも、プライバシーモード
OFF時の予測変換候補を、学習する／しないを選択することができます。
※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。

指定した
太郎さんから
のメールを
非表示

プライバシーモードOFF

プライバシーモードON

サッと素早く活用できる便利機能。

着信をさりげなく
お知らせ

サーチキー & 使いかたガイド

サーチキーを押すだけで、iモードやメール閲覧時でも知りたい情報に素早く
アクセスできる検索機能です。
「使いかたガイド」ではケータイの機能や困った
ときの対処も確認できます。
サーチキーで検索できる対象
○iモード
○地図

○メール
○フルブラウザ

サーチキーを押す

紛失したときでもセキュリティは万全。

検索ワードを入れる

microSDパスワード機能

microSDカード（別売）／microSDHCカード（別売）にパスワード
を設定可能。万が一、盗難や紛失などでカードを抜き取られ
ても、他のパソコンやケータイ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

＊ S D 規 格 V e r s i o n 2 . 0 0 に 対 応しているm i c r o S D 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。

メール画面も安心して操作できる。
プライバシービュー

○電子辞書（リーダーズ英和辞典・新和英中辞典）
○電話帳
○画像サーチ
○使いかたガイド

画面のコントラストを下げて表示内容を見えにくくします。電車などで隣の人
の目線を気にすることなく、メールを閲覧できます。

検索結果から選ぶ

使いかたを表示する

待受画面からすぐに登 録。
クイックスケジュール

時刻や日付に対応した4桁または8桁の数字
で、カンタンにスケジュール登録。その場で
すぐに登録できるので、大事な約束をうっかり
忘れることがありません。

6月20日18時に
予定を登録

お知らせタイマー

１分〜６０分まで分刻みの設定ができます。電車の乗り
過ごし防止や、カップラーメンの待ち時間などちょっとした
ときに便利です。

＊「MULTI」キーの長押しで起動できます。
レベル設定は3段階です。
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＊画像はイメージです。16

Mail & Application

Service

賢いメール＆充実のアプリケーション。
指定した日時に自動で送信。

充実のサービスに対応。
iモード向けの便利で楽しいコンテンツを紹介。

メール予約送信

あらかじめメールを作成し、日時を指定して予約しておくと、自動で送信します。
＊電源OFF時や圏外ではご利用いただけません。

返信しづらいシーンに便利。
メール自動返信

あらかじめ設 定しておくことで、指定した相手から
電話着信・メール受信があると自動的にメールを返信
します。返信内容は、編集可能な9種類の定型文から
選択できます。

10時くらいまで
電車で移動中です。
降りたら連絡します。

＊電源OFF時や圏外ではご利用いただけません。

dマーケット

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。アクセス方法はカンタン。さらにドコモポイント※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）＊ご利用には、iモー
ド(税抜300円/月)のご契約が必要となります。＊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。

あなたに最適な情報をいつでもお届け。
i コンシェル

個性あふれるメールを楽しめる。
豊富なデコメ絵文字

デコメ絵文字約2680種類とデコメアニメ®50種類を
プリインストール。メール作成がもっと楽しくなります。

人気ゲーム＆アプリが楽しめる。
プリインストール i アプリ
●ヘルスチェッカー
●Mobage

●地図アプリ
●DCMXクレジットアプリ
●iD 設定アプリ

●Twitter
●Gガイド番組表リモコン
●楽オク☆アプリ
●i Bodymo
●ドコモ料金案内

●マクドナルド トクするアプリ ●モバイルSuica登録用iアプリ

＊ご利用いただくには、iモード(税抜300円/月)のご契約およびｉコンシェル(税抜200円/月)
のご契約が必要です。＊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。

大 切なデータは、あんしんな場所に預けておく。
●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
●ANAモバイルAMCアプリ
●おサイフケータイ Webプラグイン

＊ご利用になるには、
ダウンロードが必要な場合があります。
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
[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。
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あなたに合った情報をお届けする「ｉコンシェル」がメモやスケジュールに対応。
大切な予定などを忘れないよう「執事」や「コンシェルジュ」がサポートします。

ケータイデータお預かりサービス

電話帳やスケジュールなどiモードケータイに保存されているデータを、自動
更新でバックアップ。紛失時や誤って削除した際などにデータを復 元できる
サービスです。

遠隔操作でケータイを無料でロック。
おまかせロック

ケータイの紛失や盗難の際にドコモにご連絡いただくだけで、ケータイ本体
の画面にロックをかけることができます。またおサイフケータイの機能もロック
されます。
＊画像はイメージです。 18

Service・Option

Spec
主な仕様

サービス・機能対応表
FOMAハイスピード ※1
○
7.2Mbps/5.7Mbps
ワンセグ ※2
○
WORLD WING
クラス４

防水／防塵
○／○
赤外線通信
○
IrSimple/IrSS
Bluetooth通信 ※3
○
Ver.2.1+EDR準拠

おサイフケータイ
○
FeliCa
エリアメール
○
GPS/オートGPS
○
オートGPS

※1 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。
※2 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」サービスやエリアについて、携帯電話の
サービスやエリアと異なりますので、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。
なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
※3「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」
でご確認ください。

外形寸法（H×W×D）
質量（電池パック装着時）

約111×50×12.8mm（最厚部：約16.4mm）
約112g

※1

3G： 約620時間 GSM：約310時間

連続通話時間

※1

3G：音声通話 約250分 テレビ電話

充電時間

ACアダプタ：約130分 DCアダプタ：約130分

メインディスプレイ

約3.3インチ TFTカラー液晶 フルワイドVGA（480×854ドット）約16,777,216色

背面ディスプレイ

約0.8インチ 有機EL

カメラ

有効画素数約1310万画素CMOS

連続待受時間

※２

約100分 GSM：約320分

主な機能
i モード関連機能

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

ケータイお探しサービス™

おまかせロック

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。

● iメロディ®：最大500曲※3 ● iアプリ：最大100件※3 ● iモーション：連続再生時間約730分
● Bookmark：最大200件※3（iモード・フルブラウザ合計） ● 画面メモ：最大400件※3（iモード・フルブラウザ合計）
メール関連機能

● 受信メール保存件数※3※4：最大2500件 ● 送信メール保存件数※3※4：最大500件
● 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：2689種類
● デコメアニメプリインストール：50種類 ● メールフォルダ：最大20個
カメラ関連機能

オプション
【F-07F 本体付属品】
◯電池パック F22 ◯リアカバー F82 ◯卓上ホルダ F33※1 ◯取扱説明書

【F-07F オプション】
◯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 Ｐ０１
◯ワイヤレスイヤホンセット ０２／03 ◯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 ◯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 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
◯ＦＯＭＡ 乾電池アダプタ ０１ ◯ＦＯＭＡ 海外兼用ＡＣアダプタ ０１ ◯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※5／02※5
◯イヤホンジャック変換アダプタ Ｐ００１※5 ◯スイッチ付イヤホンマイク Ｐ００１※6／Ｐ００２※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
◯ｍｉｃｒｏＳＤメモリーカード（６４Ｍ／Ｐ） ◯ｍｉｃｒｏＳＤメモリーカード（６４Ｍ／Ｓａｎ）
◎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。※4USB 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。
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● スーパーデジタルズーム：静止画撮影 最大約35倍32段階・動画撮影 最大約16倍32段階 ● 接写 ● 連続撮影7枚
● パノラマ撮影 ●オートフォーカス ● 手ブレ補正 ● 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 ISO25600相当 ● 名刺リーダー
ワンセグ関連機能

● 連続視聴時間：約280分・ワンセグecoモードON時 約340分
● 録画時間：本体約300分・microSDHC 32GB（別売）約10240分
無線LAN機能

● WLAN方式：IEEE802.11b/g/n準拠 ● DLNA
その他の機能

● 電話帳保存件数※3：最大2000件（5番号・5アドレス/件）● PDF対応ビューア※5 ● モーションセンサー
● フルブラウザ ● ブルーレイディスクレコーダー連携 ● docomo palette UI
● シンプルメニュー ● FOMAプラスエリア ● トルカ® ● 2in1® ● iチャネル ● 声の宅配便
● iコンシェル ● プリインストールマチキャラ：ひつじのしつじくん®、
セイリアン、
まちのドコモダケ、
リーフロボット
● 外部メモリ最大対応容量※6：microSD 2GB（別売）
・microSDHC 32GB（別売）
※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。連続通話時間とは、
電波を正常に送受信できる状態で通話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、通話・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インカメラは非搭載です。
テレビ電話を利用す
る際は、
外側のカメラを利用して自画像を送信することができます
（相手の顔を見ながら自画像を送信することはできません）
。
※3データ容量により変わります。
※4iモードメールと
SMSの合計件数。
※5ファイルによって表示できない場合があります。
一度外部メモリに保存してから閲覧可能です。
※6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。
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Bl uet oot hの周 波 数 帯について
F-07F が使用する周波数帯は、本体の電池パック挿入部に記載されています。

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。

ご利用にあたってのご注意
① ②③

2.4 FH 1
④

【Bluetooth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。

防水 ／ 防 塵 性 能について
［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。
●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をご確認
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回部品の交換をおすすめします（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。
●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-07F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。●IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が
入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持する
ことを意味します。
［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／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、内
蓋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、洗面所などの水まわ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、内蓋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り替えください。

●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
（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。●外部メモリ（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。
◎「FOMA」「iモード」「iモーション」「iアプリ」「DCMX」「iD」「おサイフケータイ」「iコンシェル」「WORLD WING」「デコメ絵文字」「マチキャラ」「デコメアニメ」「i Bodymo」「iメロディ」
「dマーケット」
「ドコモ地図ナビ」
「iチャネル」
「エリアメール」
「おまかせロック」
「ケータイお探しサービス」
「パケ・ホーダイ」
「パケ・ホーダイフル」
「パケ・ホーダイ ダブル」
「トルカ」
「2 in 1」
「ひつじのしつじくん」
「ケータイデータお預かりサービス」
「mopera U」はNTTドコモの商標または登録商標です。◎microSD、microSDHCおよびmicroSDロゴはSD-3C, LLCの
商標です。◎「Exmor R for mobile」および「Exmor R for mobile」ロゴはソニー株式会社の商標です。◎QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。◎「Mobage」は株式会社
ディー・エヌ・エーの登録商標です。◎AOSS™は株式会社バッファローの商標です。◎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。◎IrSimple™は、Infrared Association®の商標です。◎TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。◎「モバイルSuica」は、東日本
旅客鉄道株式会社の登録商標です。◎「サーチミーフォーカス」
「プライバシーモード」
「Human Centric」
「ヒューマンセントリックエンジン」
「ぴったりボイス」は富士通株式会社の
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。◎「FeliCa」
はソニー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・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。◎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。

データリンクソフト
「ドコモケータイdatalink」に対応
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- 07F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。

富士通公式 i モードサイトアクセス方法（2014年4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。

【F-07Fの操作および本カタログのお問い合わせ先】

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部 TEL 03 - 3570 - 6064
＊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。

総合お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉
ドコモの携帯電話からの場合

1 5 1（無料）

（局番なし）

＊一般電話などからはご利用になれません。

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。

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。

本カタログの内容は2014年4月現在のものです

DC0920

2014.05

［防水／防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず必ず2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換はFOMA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。］

このカタログにはFSC®森林認証紙、植物油インキを使用しています。
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F-07F
欲しい機能全部入り。
上質を極めたハイスペックスリム防水ケータイ。

防水・防塵
IPX5/8

IP5X

