
＊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。

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-08B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

富士通公式 i モードサイトアクセス方法

TEL 03-3200-3166富士通株式会社 モバイルフォン事業本部
【F-08Bの操作および本カタログのお問い合わせ先】

（2010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。

2010年4月現在 MB1698

ご利用にあたってのご注意

●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、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ウィジェット」「ひつじのしつじくん」「トルカ」
「iモーション」「i Bodymo」「デコメ絵文字」「デコメアニメ」「2in1」「iアプリタッチ」「ケータイお探しサービス」「おまかせロック」「パケ・ホーダイ」「マチキャラ」および
「i Bodymo」ロゴ、「iコンシェル」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。◎「microSD」、「microSDHC」は
SD-3C,LLCの商標です。◎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。その他の商標および名称はそれぞれ
の所有者に帰属します。◎「Blu-ray Disc」およびロゴは商標です。◎「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。◎「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。◎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商標です。◎アバターメーカーは、株式
会社アクロディアの商標です。◎FLASHは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標またはまたは商標です。
◎Google,モバイルGoogleマップは、Google, Inc. 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。◎「　　」はフェリカ
ネットワークス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。◎「リーフロボット」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。

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

おまかせロック

（局番なし） （無料）

ドコモの携帯電話からの場合 一般電話などからの場合
受付時間
午前9:00～午後8:00（年中無休）0120-800-000

総合お問い合わせ 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

●各種ご注文、紛失による利用中断・再開なども受付しております。

＊一般電話などからはご利用になれません。 ＊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。

＊番号をよくお確かめの上、おかけください。

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。
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便利なメール機能便利なメール機能

・メール予約送信・メール予約送信
・メール自動返信・メール自動返信
・ブログ・SNSかんたん投稿機能・ブログ・SNSかんたん投稿機能
・デコメ絵文字・デコメ絵文字®変換候補表示変換候補表示

・ATOK・ATOK®文字変換文字変換
・デコメ絵文字・デコメ絵文字®

・サーチミーフォーカ・サーチミーフォーカス&サーチミーアルバムサーチミーアルバム
・スマイルファインダー・スマイルファインダー
・美肌＋ひとみ強調モードひとみ強調モード
・トリプルブレガード・トリプルブレガード

・自動シーン認識・自動シーン認識
・最大最大ISOISO128002800相当相当
・510万画素510万画素

かしこいカメラ機能かしこいカメラ機能

・エクササイズカウンター・エクササイズカウンター
・拡大もじ拡大もじ
・使い・使いかたかたガイド＋サーチキーガイド＋サーチキー
・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連携

他にも便利＆楽しい機能他にも便利＆楽しい機能

シンプルな中に、欲しい機能がここまで充実。

心やすらぐekubo  &心やすらぐekubo  &
イルミネーションイルミネーション

安心の防水性能安心の防水性能※

（IPX5/ IPX7/ IPX8等級）（IPX5/ IPX7/ IPX8等級）

1　※防水性能に関しては、P14、P18をご覧ください。　＊画像はイメージです。 ＊画像はイメージです。　2

デザインはシンプルデザインはシンプル

機能は充 実の防水ケータイ機能は充 実の防水ケータイ

シンプルで便利なものを、ずっと大切に使って欲しい。シンプルで便利なものを、ずっと大切に使って欲しい。

そんな思いをデザインしました。そんな思いをデザインしました。

「docomo  STYLE  s e r i e s  F - 08B」は、「do como  STYLE  s e r i e s  F - 08B」は、

手になじむ心地よいフォルムの中に、手になじむ心地よいフォルムの中に、

欲しい機能がギュッ。欲しい機能がギュッ。

あなたの毎日に、やさしく寄り添います。あなたの毎日に、やさしく寄り添います。



e k u b oe k u b o デザインデザイン

見やすいボタン見やすいボタン

数字が見やすい大きな数字が見やすい大きな

ボタンボタンデザインで、デザインで、

快適な操作を快適な操作をサポートしますサポートします。

イルミネーションイルミネーション

やさしい印象やさしい印象を生み生み出す、出す、

やわらかなイルミネーション。やわらかなイルミネーション。

くぼみの中にくぼみの中にゆらぐ光は、らぐ光は、

癒しを感じる自然でやさしい癒しを感じる自然でやさしい

印象を印象をあたえます。たえます。

使うほどに好きになる、使うほどに好きになる、

そんなケータイのカタチを追求。そんなケータイのカタチを追求。

そしてたどり着いたのが、そしてたどり着いたのが、

ナチュラル・シンプルなフォルムナチュラル・シンプルなフォルム。

そこにそこに愛嬌のあるワンアクセント愛嬌のあるワンアクセント、

えくぼを思わせるやわらかなくぼみ。えくぼを思わせるやわらかなくぼみ。

ついつい触りたくなるついつい触りたくなる、

新しい表情が生まれました。新しい表情が生まれました。

3　＊画像はイメージです。

P3-4

＊画像はイメージです。　4

＊画像は周囲が暗いところでのイメージです。



最大40 6最大40 6通り※１の多彩の多彩な
イルミネーネーション
自然界のゆらぎをイメージした、

やさしい光が心地よい。1/fゆらぎ※２

をベースにした「WarmL igh t」を

はじめ、組み合わせにより、最大

40 6通りからお気に入りを設定

できます。

表 情豊かな 5表 情豊かな 5カラーカラー 自分好みの色が選べる、
カラーバリエーションをご用意しました。

レインボーキーイルミレインボーキーイルミ
キーバックライトは7色展開。キー

を押すごとに点灯色が変わったり、

本体を開くたびに点灯色が変わる

色設定も可能です。

＊Inno c en t  W h i t e、Bab y  P i n k、
Pa le  G r eenは面照光。Ash  B l a c k、
Rose Goldは文字照光。

※1 着信イルミネーション設定時。
※2 人をリラックスさせる効果がある
と言われ、規則正しさと不規則さが程
よく調和したリズムのこと。

5　＊画像はイメージです。

P5-6

　＊画像はイメージです。　6

＊光り方は周囲が暗い時のイメージです。



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。

サーチミーフォーカスサーチミーフォーカス（個人認識撮影機能）（個人認識撮影機能）＋
スマイルファインダースマイルファインダー

サーチミーアルバム

＊サーチミーフォーカスで撮影した写真のみ

検索可能です。

家族や友達など、あらかじめ登録してある

顔を判別し、優先的にピントを合わせま

す。また、笑顔になった瞬間に自動的に

シャッターが切れるスマイルファインダー

とも連動。大切な人の笑顔を逃しません。

有効画素数約510万画素のカメラを搭載。さっときれいに撮影できる

から、毎日のささやかなシーンを気軽に残すことができます。撮影し

た写真は、microSD™カード/microSDHC™カード（別売）に保存する

ことも可能です。

510万画素カメラ510万画素カメラ

ヒトミ
54

46

43

58

7　＊画像はイメージです。 ＊画像はイメージです。　8
＊画面は、3.8M（1456×2592）サイズで撮った写真です。



顔検出オートフォーカスで、最大10人までの顔を検出し、ピントを合

わせます。さらに露出補正と局所コントラスト補正により、逆光でも明

るくはっきりとした表情が撮影できます。

顔検出オートフォーカス／露出補正／局所コントラスト補正顔検出オートフォーカス／露出補正／局所コントラスト補正

本格的な3つの機能で、ブレのないくっきりきれいな写真を撮影できます。

トリプルブレガードトリプルブレガード

カメラが撮影シーンを自動で認識し、最適な撮影モードに切り替わる

ので、簡単に美しい写真を撮ることができます。

自動シーン認識自動シーン認識

肌をよりなめらかに美しく調整、またひとみを検出して目を自然に大

きくする「美肌＋ひとみ強調モード」を搭載しました。

美肌＋ひとみ強調モード美肌＋ひとみ強調モード

美肌＋ひとみ強調モードOFF 美肌＋ひとみ強調モードON

補正なし 補正あり

35

50

47 60

対応モード 標 準 人 物 風 景 夜 景 接 写

室内や夕景・夜景など、光量の少ないシーンでも、高感度の撮影で

ブレずに明るい写真が撮影できます。ノイズリダクション処理で、

ザラツキ感も極力抑えました。

最大 I S O12 8 0 0最大 I S O12 8 0 0 ※相当高感度撮影モード相当高感度撮影モード

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。

＊個別設定、強弱設定も可能です。

※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。

手ブレ補正

被写体動き検知

高感度最大ISO12800※相当

＊画面は、3.8M（1456×2592）サイズで撮影時のものです。

9　＊画像はイメージです。 ＊画像はイメージです。　10



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。友達や家

族の誕生日・記念日には、メールを事前につ

くって予約しておけば、送り忘れがないので安

心です。最大10件まで予約ができます。

メール予 約送信メール予 約送信

1,330種類のデコメ絵文字®をプリインストール

予測変換候補にデコメ絵文字®を追加

絵文字入力がスムーズなカーソル斜め移動対応

※1 SNS：Social Networking Service

※2 ブログ投稿先のアドレスは、事前に登録が必要です。

※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。

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※2。

ブログ・S Nブログ・S N S※1かんたん 投 稿機能かんたん投 稿機能

同じ距離でも歩く場合と走る場合の運動強度

の違いを基に、正確※な活動量や消費カロ

リー量を測定できるエクササイズカウンター

を搭載。厚生労働省が提唱する最新の健康指針

「エクササイズガイド2006」に基づき、F-08B

でリアルタイムに計測し、待受画面でも確認

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、

よりウォーキングを楽しめます。

エクササイズカウンターエクササイズカウンター（活動量計）（活動量計）&
ウォーキングチェッカーウォーキングチェッカー（歩数計）（歩数計）

メール入力がスムーズなATOK文字変換

他にも多彩なメール機能他にも多彩なメール機能

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、電車で

の移動中や就寝中など、シーンに合わせて3種類

から選択可能です。

メール自動返信メール自動返信
10時くらいまで
電車で移動中です。
降りたら連絡します。

ウォーキング×バニー

カメラレンズの上に指を2 0秒程度軽く置くだけで、手軽に脈拍を

測定できます。

パルスチェッカーパルスチェッカー

iモード®サイト「＠F ケータイ応援団」にて、エクササイズカウンターや

ウォーキングチェッカーと連携したサービスを利用できます。他にも最新

機種の機能を活かしたコンテンツを、毎週追加・更新中です。

健康応援サービス健康応援サービス

＊2010年4月現在。コンテンツは予告なく変更されることがあります。ご利用時には

パケット通信料がかかります。

＊電源OFF時や圏外ではご利用できません。

＊内容の編集も可能です。

 ＊画像はイメージです。　1211　＊画像はイメージです。



画面のコントラストを下げることで、他の人から画面を見えにくくします。

コントラストは3段階の調整が可能です。

プライバシプライバシービュー

リスト表示やサブメニューの文字も、大きく読みやすく表示できます。

拡大もじ拡大もじ

照明／キーバックライトなどのディスプレイ表示や、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。（お買い上げ時の設定の場合）

e c oモードe c oモード

親子モード親子モード

音声電話中に周囲の騒音に応じて最適な方法で調整し、相手の声を

聞き取りやすくします。

スーパーはっきりボイス 3スーパーはっきりボイス 3

ケータイの使いかたを確認できるガイド機能を搭載。

使いたい機能を検索したり、調べた機能をそのまま

起動できます。また、一発検索ができるサーチキー

からでも起動することができます。

使いかたガイド＋サーチキー使いかたガイド＋サーチキー
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※2F -08B内のmic roSDTMカードに転送して視聴できます。

ブルーレイディスクレコーダーブルーレイディスクレコーダー連携連携

※1 対応機種については、ドコモHP（http://www.nttdocomo.co. jp/service/
enterta inment/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、FOMA USBケーブル（別売）と、microSDTM
／microSDHCTMカード（別売）が必要です。＊「Blu-ray Disc」およびロゴは商標です。

※1 IPX5等級とは、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。※2 IPX7等級とは、常温で水道水、かつ静水の水深1m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。※3 F-08Bにおいて、IPX8等級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、かつ、水中に沈めている30分間は、カメラが使用できることを意味します。※4 ワ
ンセグは利用状況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。＊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。＊防水機能を維持するため、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）＊充電をする際には、卓上ホルダの使用を推奨いたします。

防水防水性能性能（I（IPX5X5※1／IPX7X7※2／IPX8※3※3等級）に対応）に対応

約3インチのフルワイドVGA液晶にてワンセグを楽しめます。視聴予約

や録画予約にも対応しています。

ワンセグワンセグ

お風呂やキッチンでも使える防水性能に対応。バスタイムでも気軽に

ワンセグを視聴※４することができます。

メール、電話発信、iモード等を機能ごとに制限可

能です。また、お子様用の「パスワード」とは別に、

親用の「暗証番号」を設定しておけば、お子様に変

えてほしくない設定の変更を防ぐことができます。

1413　＊画像はイメージです。



ii  B odymoBodymo™

歩数・消費カロリーが
わかる！

全国～都道府県
ランキングで
上位を目指そう！

人気ゲーム「99のなみだ」や「pop’n music」の体験版をプリインストー

ルしました。

＊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別売の外部メモリー
（microSDTMカード/microSDHCTMカード）が必要
な場合があります。「microSD」、「microSDHC」は
SD-3C,LLCの商標です。＊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。＊プリインストールiアプリ
一覧はP18をご覧ください。

※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。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遅く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、送受信ともに遅くなります。
※2 防水性能に関しては、P14、P18をご覧ください。

＊別途お申し込みが必要な有料サービスです。
＊「iコンシェル」は、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
サービスをご利用ください。

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。

対応「◯」、非対応「ー」

Moimoi
Fオリジナル
マチキャラ

プリインストール iアプリプリインストール iアプリ

ドコモサービス／機能対応表ドコモサービス／機能対応表

＊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）。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/エクササ
イズカウンター設定」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。

「歩く」「食べる」など普段やっていることを楽しみながら、健康を管理で

きるサービスです。普段持ち歩いているケータイで「健康」を「楽しく」

サポートできます。健康管理やスタイルが気になる方におすすめです。

i  コンシェルコンシェル®

ケータイがまるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、あな

たにあった情報をお知らせ。待受画面のマチキャラ®が、お好

みに合わせた様々な情報をお知らせしたり、サポートします。

歩数の消費カロリーが
食べ物に変身！

食べた分の
カロリーがわかる！

あなたの栄養
バランスに最適な
メニューも提案！

専門家の
アドバイスも表示！

歩数

フードノート

© 2008-2010
NBGI

99のなみだ

体験版 体験版

pop’n music

©2010 Konami 
Digital

Entertainment

i コンシェル／オートGPS ○／ー

○ ○

3G

ー

○

ー

○

ー

○

IPX5/7/8※2

PDFビューア

1,330種類

○

○

○

○／ー

○

ケータイデータお預かりサービス

マイエリア

防水

i Bodymo

iアプリオンライン

iアプリタッチ™

デコメ絵文字®

DCMX® iD™（おサイフケータイ）

HIGH-SPEED
7.2Mbps（受信）／5.7Mbps（送信）※1

WORLD WING®（3G＋GSM）

ワンセグ

GPS

使いかたガイド

Music & Videoチャネル®

ビデオクリップ

Bluetooth®

ドキュメントビューア

＊画像はイメージです。　1615　＊画像はイメージです。



主な仕様

主な機能

テレビ電話・ i モード関連機能
● FOMAハイスピード（HSDPA）　● 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（最大200件※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2,500件※3※4）　● 送信メール（最大500件※3※4）　● 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（1,330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）　● 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（静止画撮影のみ）　● 手ブレ補正　● 顔検出機能　
● ひとみ強調モード　● 美肌モード　● スマイルファインダー　● 自動シーン認識　● サーチミーフォーカス
● 高感度撮影モード（最大 ISO12800相当）

その他の機能
● 電話帳：F-08B本体（最大1,000件※3［5番号5アドレス］）・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
● 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※6　● 加速度センサー　
● WMVストリーミング　● 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コンシェル　● iCお引っこしサービス　
● WORLD WING（3G）　● マチキャラ（プリインストールマチキャラ：ひつじのしつじくん®［執事コース］、STELLA、リーフロボット、Moimoi）　
● 着もじ®　● iチャネル®　● プライバシービュー　●自動時差補正　●自動時刻補正　●スケジュール（最大2,600件※3）　
●ケータイデータお預かりサービス　●おまかせロック®　●ケータイお探しサービス™　●シンプルメニュー　●ダイレクトメニュー

※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。※6 ファイルによって表示できない場合があります。

オプション

防水性能について

◎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-08B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。

※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別売の外部メモリー（microSD™カード/microSDHC™カード）が必要な場合があります。
「microSD」、「microSDHC」はSD-3C,LLCの商標です。＊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。

●水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結し、故障の原因となります。 ●規定以上の強
い水流（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。F-08BはIPX5等級の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。 ●洗濯機などで洗わないで
ください。 ●F-08B以外の付属品やオプション品は防水性能を有していません。 ●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。 ●濡れている状態で充電したり、電池交
換を行ったりしないでください。 ●濡れたまま放置しないでください。電源端子がショートするおそれがあり
ます。 ●F-08Bは水に浮きません。 ●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。 ●リアカバーは確実にロックし、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。 ●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。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
てお取替えください。 ●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。破損箇所から内部に
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。 ●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。防水性能が損なわれることがあります。 ●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。 ●ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読
みください。実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。調査の結果、お客様
の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

FOMA ACアダプタ

FOMA DCアダプタ

外側

約109×50×15.2mm（最厚部約17.8mm）

約118g（電池パック装着時）

静止時（自動）：約500時間／移動時：約370時間

音声通話：約190分／テレビ電話：約90分

約3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

約180分（ワンセグecoモード約190分）

約140分

約140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

カメラ

ワンセグ視聴時間

充電時間※2　　

プリインストール i  アプリ

○ VoiceShelf for F　○ もじぴったん歩き旅　○ ZOOKEEPER DX F 　○ ケータイ脳力ストレッチング2 　○ ロジックパズルF

○ ヘルスチェッカー　○ 日英版しゃべって翻訳 for F　○ ROID ウィジェット2　○ 地図アプリ　○ FOMA通信環境確認アプリ※

○ iアバターメーカー　○ iアプリバンキング　○ 楽オク☆アプリ　○ iD 設定アプリ　○ ＠Ｆケータイ応援団INFO　

○ DCMXクレジットアプリ　○ Gガイド番組表リモコン　○ モバイルSuica登録用iアプリ　○ マクドナルド トクするアプリ　

○ iWウォッチ　○ 株価アプリ　○ モバイルGoogleマップ　○ Start! iウィジェット　○ ドコモ料金案内※　○ モバイルAMCアプリ※

○ ヨドバシ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※　○ ブックビューア　コミック体験！　○ i Bodymo※

○ ドコモwebメール　○ かざす請求書※　○ 99のなみだモバイル体験版　○ pop’n music
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■電池パック F09※1　■リアカバー F50　■卓上ホルダ F30※1　■FOMA USB接続ケーブル※2　■FOMA 乾電池アダプタ 01　
■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　■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S 01　■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



＊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。

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-08B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

富士通公式 i モードサイトアクセス方法

TEL 03-3200-3166富士通株式会社 モバイルフォン事業本部
【F-08Bの操作および本カタログのお問い合わせ先】

（2010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。

2010年4月現在 MB1698

ご利用にあたってのご注意

●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、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ウィジェット」「ひつじのしつじくん」「トルカ」
「iモーション」「i Bodymo」「デコメ絵文字」「デコメアニメ」「2in1」「iアプリタッチ」「ケータイお探しサービス」「おまかせロック」「パケ・ホーダイ」「マチキャラ」および
「i Bodymo」ロゴ、「iコンシェル」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。◎「microSD」、「microSDHC」は
SD-3C,LLCの商標です。◎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。その他の商標および名称はそれぞれ
の所有者に帰属します。◎「Blu-ray Disc」およびロゴは商標です。◎「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。◎「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。◎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商標です。◎アバターメーカーは、株式
会社アクロディアの商標です。◎FLASHは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標またはまたは商標です。
◎Google,モバイルGoogleマップは、Google, Inc. 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。◎「　　」はフェリカ
ネットワークス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。◎「リーフロボット」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。

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

おまかせロック

（局番なし） （無料）

ドコモの携帯電話からの場合 一般電話などからの場合
受付時間
午前9:00～午後8:00（年中無休）0120-800-000

総合お問い合わせ 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

●各種ご注文、紛失による利用中断・再開なども受付しております。

＊一般電話などからはご利用になれません。 ＊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。

＊番号をよくお確かめの上、おかけください。

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。
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