


「しんせつ」「かんたん」「しんせつ」「かんたん」
「見やすい」「あんしん」の「見やすい」「あんしん」の
使いやすさと使いやすさと充実の便利機能で充実の便利機能で
楽しさ広がる。しさ広がる。

しんせつ

見やすい

らくらくホンシリーズは、使う人の声に耳を傾けながら、らくらくホンシリーズは、使う人の声に耳を傾けながら、
10年以上にわたって常に改良・進化を10年以上にわたって常に改良・進化を続けてきました。続けてきました。
愛され続けて、累計販売台数約2,300万台愛され続けて、累計販売台数約2,300万台※の実績にの実績に
裏付けされた裏付けされた使いやすさは、使いやすさは、らくらくホンシリーズだけ。らくらくホンシリーズだけ。 
らくらくホン8は、らくらくホン8は、使いやすさはそのままに使いやすさはそのままに
810万画素のカメラ、ワンセグ、ワンタッチブザー810万画素のカメラ、ワンセグ、ワンタッチブザーなど、など、
便利で楽しい機能が便利で楽しい機能が充実の一台です。充実の一台です。

※富士通製らくらくホンシリーズの累計。2014年7月末現在（富士通調べ）。

防水    810万画素おまかせカメラ　 ワンセグ　
ワンタッチブザー     らくらくホンセンター

あんしん

かんたん
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人ごみでの騒音を検知すると音域ごとに相手の声を強調する
「スーパーはっきりボイス3」を搭載しました。相手の声が聞き取
りにくい人ごみでも、よりはっきり聞き取ることができます。

周囲の騒音を検知すると、自動的に騒音を抑えて、自分の声
をクリアな音声で届けられる「スーパーダブルマイク」を採
用しました。

歩行時の揺れや雑音を検知して自
動で着信音量を大きくする「おま
かせでか着信」と、より大きな振動
（バイブ）でお知らせする「でかバ
イブ」を搭載。カバンやポケットの
中に入れても着信に気付きやすい
のであんしんです。

相手の声をゆっくり聞こえるようにして、より聞き取りやすくします。
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。

もしもし ●  ●  ●   山田です ●  ●  ●   久しぶり

もしもし  ●    山 田 で す  ●     久しぶり

OFF

ON

会話中の
無音区間
を調整

●  ●  ●

相手の声がゆっくり聞こえる
｢ゆっくりボイス｣

相手の声を聞きやすくする
｢スーパーはっきりボイス3｣

2つのマイクを連携させて自分の声以外の騒音を低減します

着信に気付きやすい
｢おまかせでか着信｣＆｢でかバイブ｣

自分の声をクリアに届ける
「スーパーダブルマイク」

らくらくホンならではの、こだわりの聞きやすさしんせつ
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話すだけでメール作成

絵文字がコミカルに動くデコメ絵文字が440種類に増えまし
た。デコメピクチャも充実しているから、自分の気持ちに合った
楽しいメールを作れます。

マイクに向かって話すだけ
で、メールの題名や本文が
入力される便利な音声入力
メールに対応しています。

文字変換に定評のあるATOKを採用。メール作成
などの快適な文字変換をサポートします。

＊iモードメールは送受信したデータ量に応じて、パケット通信料がかかります。
＊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、パケット定額サービス
のご利用をおすすめします。

楽しいデコメ絵文字の一例

楽しいデコメピクチャの一例

文章に合ったデコ
メールを自動で作れ
るおまかせ絵文字。
デコメールの候補が
豊富に表示されるの
で、華やかなメールを
かんたんに作れます。

＊お申込みが必要な有料サービスです。
＊「音声入力」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、パケット定額サービスのご利用
をおすすめします。

いつものカフェで
待ってます。

話した内容が文字入力されます！

文章を作成中 誤って
文章を削除

メニューから
「1つ編集を戻す」を選択

文章が復活

あっ、
消してしまった。

本文入力中などに間違えて文字を消してしまっても、1つ前の
状態に戻して復活させられるあんしん機能つきです。

楽しいメールをらくらく作って送れる

華やかなデコメール®をかんたんに作れる

文字入力を快適サポート「ATOK®」

消去した文字を元に戻せるあんしん機能つき

440種類に増えたデコメ絵文字®

さまざまなデコメール候補

かんたん
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撮影シーンにぴったりのモードに
切り替わる「自動シーン認識」

思い出を美しく残せる810万画素カメラ

笑顔になった瞬間を自動で撮影

風景や人物・夜景・接写など、撮りたいシーンをカメラが自動
で判別し、撮影モードを切り替えます。また、QRコードも自動
で認識できます。

有効画素数約810万画素カメラに、高感度・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）」を搭載しました。微妙
な質感やディテールまで美しく再現します。

被写体が設定した笑顔度に
なった瞬間に、自動的にシャッ
ターが切れる笑顔撮影機能を
搭載。大切なひとの笑顔を逃し
ません。

夜景 接写 QRコード

風景 人物

最適な撮影モードに自動的に切り替え

標準

笑顔 笑顔 ：  ：  36%36%笑顔 ：  36% 笑顔 笑顔 ：  ：  70%70%笑顔 ：  70%

810万画素おまかせカメラで、らくらくキレイに撮影かんたん

約33万画素のインカメラを搭載。自分撮りや
お子様との撮影に便利です。

自分撮りに便利な約33万画素インカメラ
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被写体ブレと手ブレに対応したトリプルブレ防止を搭載。3つ
の機能でブレの少ないくっきりキレイな写真を撮影できます。

被写体を自動で追いかけてピントを合わせ続ける追跡フォー
カスを採用しました。お子様やペットなどの撮影に最適です。

最大ISO12800※相当高
感度モードで、暗い場
所でもブレを抑え、明る
い写真を撮影できます。

らくらくホン8を卓上ホルダに置くと
撮影した写真がフォトフレームのよう
にスライドショー表示されます。送ら
れてきたメールの添付画像を自動※

で表示させることもできます。

ブレ防止なし ブレ防止あり

高感度最大
ISO12800相当

手ブレ補正

被写体動き検知

高感度モードなし 高感度モードあり

※L（1080×1920）サイズまで。
4L（2448×3264）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、暗い場面でも明
るく撮影することができます。

ブレの少ない撮影が行える
3つのブレ防止機能

暗い場所でも明るく撮影 動く被写体を自動で追いかけて
ピントを合わせ続ける「追跡フォーカス」

撮影した写真を楽しむ
「おまかせランダム待受」

※あらかじめ待受画像配信元の設定が必要です。
＊あらかじめ設定が必要です。

810万画素おまかせカメラで、らくらくキレイに撮影かんたん
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濁点・半濁点や文字のはなれた部分を明確にした、読みやす
いUD新丸ゴシックフォントを採用。見やすさにこだわり抜い
たフォントです。

空間を広くとり、潰れにくく
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

新丸ゴシック

UD新丸
ゴシック

新丸ゴシック

UD新丸
ゴシック

＊「UD」はユニバーサルデザインの略です。

メールや、メモ、時計、
電話帳などを、大きな
文字で確認すること
ができます。さらに、
高精細のTFT液晶を
採用しているので、画
面内の文字をくっきり
はっきり見られます。

原寸大

見やすさにこだわったUDフォント

光センサーが周囲の明るさを自動で検知するので、液晶画面
を見やすい輝度に自動調整してくれます。

明るい場所では輝度を上げて
見やすくします

暗い場所では輝度を落として
まぶしさを抑えます

画面を見やすい明るさに調整

メールの文字などが見やすい約3.0インチ画面

らくらくホンらしく、見やすい液晶画面に文字は大きく読みやすく見やすい

11 ＊画像はイメージです。　12



カメラを使って、最大12倍までズームが可能です。また、32
段階の細かいズームができるので、自分の見やすい大きさ
に調整できます。

受信メールや送信済みメールの文字、さらによく使う電話帳
一覧の文字を大きく表示することができます。最大80ドット
の大きさで表示できます。

標準の大きさ（60ドット文字） 大きく表示（80ドット文字）

原寸大

拡大鏡拡大もじ

らくらくホンらしく、見やすい液晶画面に文字は大きく読みやすく見やすい
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使い方を教えてくれる
「らくらくホンセンター」

次に行う操作がひと目でわかる「光ガ
イド」。ボタンの点滅に加えて、画面内
も点滅します。たとえば、目覚ましの
設定を完了させる画面ではボタンと
画面が光ってお知らせします。

らくらくホン8の操作方法などでわからないことは、「目次」や
「索引」、「キーワード」から使いかたを調べることができます。
また、わからないことをケータイに向かって話すだけで調べら
れる「しゃべって検索」にも対応しています。

次の操作をボタンと
画面が光って教えます

話す 検索結果を
表示

らくらく検索から
「使いかたガイド」

を選択

「しゃべって検索」
を選択

目覚まし

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」。わからないことを
気軽に相談することができます。

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。

0120 -696-937
（ ら く ら く み ん な ）

＊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）

通話料・相談料
無料

やさしい言葉で
わかりやすく
説明

お知らせ光ガイド

らくらくホンなら使い方を教えてくれるから、あんしん

音声入力対応「使いかたガイド」

はい！ 
お調べいたします

■ ■ 電話番号やメールアドレスを登録したい。
■ ■ かわいい絵文字を使ってメールを送りたい。
■ ■ 着信音を大きくしたい、 など。

こんなときに便利です！

「らくらくサイト」ボタン
長押しで

らくらくホンセンター画面へ

あんしん
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※F-08F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 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回部品の交換をおすすめします。（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、通信機器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）が入った装置に商品を8時間入れて
かくはんさせ、取り出した時に通信機器の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

歩数計と連動したウォーキングフラワー

成長段階 4 成長段階 10

歩数計に連動した待受画面
（背面）をご用意しました。
歩数が増えるほどに、1 0
種類の花が成長して小鳥や
蝶などのアニメーションが
ランダムに登場します。

「歩数」「歩いた距離」が表示できる歩数計を
搭載しました。また、特定の相手のメールアド
レスを登録しておけば、1日の歩数記録が自
動で相手にメール送信されるので、離れて暮
らすご家族の方もあんしんです。

大音量で自分の居場所を知らせるワン
タッチブザー機能を搭載。ブザーが
鳴ったと同時に、登録してある相手に
自動で電話をかけて緊急であることを
知らせることもできます。また、イマド
コサーチと連動して居場所を知らせる
ことができます。

※通知先のケータイにお申込みが必要な有料サービスです。　

ワンタッチブザー

使える場所がさらに広がる
防水（IPX5/ IPX8）、防塵（IP5X）対応※

ワンタッチブザー&イマドコサーチ※連動

らくらくホンなら、毎日の生活や健康に役立つから、あんしん

歩くのが楽しくなる「歩数計」

あんしん

□ キッチン・洗面所などであんしんしてお使いいただけます。

□ 雨の日の外出先でのお電話、釣りなどのレジャーでも
　 あんしんしてお使いいただけます。

□ 趣味でガーデニングを楽しむ方もあんしんして
   お使いいただけます。
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音声読み上げ

健康応援サービス連携

あらかじめ登録
してある番号へ
ボタンひとつで
電話をかけるこ
とができるワン
タッチダイヤル
ボタンです。

操作性に優れた
十字型のマルチ
カーソルボタンを
採用しました。

富士通公式iモードサイト「@Fケータイ応援団」では、搭載してある
歩数計のデータを使って、仮想の歩き旅を楽しむことができます。
また、活動量計データを使った、楽しいサービスも用意しています。

歩数だけでなく身体活動量を計測する「活
動量計」を搭載。厚生労働省が提唱する健
康指針に基づき、日常の運動強度から活動
量までを、リアルタイムに計測できます。ま
た、「消費カロリー」や「脂肪燃焼量」も表示
できます。

＊月額使用料無料でご利用いただけます。＊ご利用時には別途パケット通信料がかかります。

便利な音声読み上げにも
対応。メニュー内容はもち
ろん、電話帳、メールなども
読み上げます。

1  電話をかけたり
電話してきた相手の
電話番号を…

話す場所がわか
りやすく、しっかり
声を拾います。

凸感があり大き
くて押しやすく、
文字が見やすい
ボタンです。

電話または、テレ
ビ電話の着信を
光の点滅でお知
らせします。

見やすくわかり
やすいメニュー
表示です。

らくらくホンシリーズならではの、
変わらないあんしん

健康管理をサポートする「活動量計」
聞く場所がわか
りやすく、聞き取
りやすい受話口
です。

らくらくホンなら、毎日の生活や
健康に役立つから、あんしん

あんしん
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毎日を楽しくする便利な情報がいっぱい！

天気予報はもちろん、防災
情報などがわかります。

 天 気
今日の運勢がわかります。

 占 い

 株 価 生 活

芸 能 オススメ

天気

など
他にも
イロイロ

次の駅で乗り換え
ればいいのか。

「らくらくiメニュー」なら、こんなときに安心・便利！

電車の乗換もらくらく！

目的地までの乗り継ぎも
すぐわかる！

＊マイメニュー登録が必要な場合があり、別途情報料がかかるサイトがあります。

＊iモードのご契約が必要です。
＊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
でパケット定額サービスのご利用をおすすめします。

ニュースチェックもらくらく！

最新のニュース情報が
すぐわかる！

新しい
らくらくホンが
出たみたい。

文字が大きくて見やすく、かんたんでわかりやすいシンプルな
iメニュー、それが「らくらくiメニュー」です。「ニュース」「天気」
「オススメ」「株価」「乗換」「占い」などの気になる最新情報を
いつでも手軽に楽しめます。

「らくらくiメニュー」に
ワンタッチ接続！

らくらくホン向けサービスが満載の、かんたんで楽しいiモードiモード
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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。＊ iモードのご契約が必要です。
iモードの端末であれば、接続することがで
きます。コンテンツ内容は予告なしに変更
されることがあります。＊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
ありますのでパケット定額サービスのご利
用をおすすめします。

投稿者からの楽しい記事や
感動する記事が満載！わから
ないことを聞くのにも便利。

投
感
な

読んで楽しい！ 聞いて役立つ！
みんなの掲示板

親しい間柄で楽しく会話し
たり連絡手段などに利用で
きます。

親
た
き

特定の仲間だけで楽しめる
個人サークル

著名写真家が審査するフォト
コンテストなどのイベントを
豊富にご用意しました。

著
コ
豊

自分の作品などを発表できる
コンテスト

近況などを投稿すると… 読んだ人から
コメントが来る！　

らくらくコミュニティは、
共通の趣味や話題を
通じて交流を楽しめる
インターネットサービス。
役立つ情報が満載の
「みんなの掲示板」や
特定の仲間だけで交
流できる「個人サーク
ル」など、自分に合っ
た楽しみがきっとみつ
かります。

使用料は
すべて無料※！

紛らわしい
広告表示なし！

専門スタッフが
24時間チェック！

カメラで右の
QRコードを
読み取り
アクセス

利用登録メールを送る
とメールが届きます。
メールの本文にある
URLを押して登録

お孫さんの成長やご家族の
近況などを、写真やメッセー
ジを通じて会話のように楽し
むことができる「ファミリー
ページ」。離れて暮らす家族が
楽しみながらつながる新しい
コミュニケーションの形です。

家族で写真やメッセージを
やりとりできる

ファミリーページ

楽しさ広がるらくらくコミュニティ らくらくコミュニティは楽しみ方いろいろ！

うれしいあんしんポイント！

登録もかんたん！さっそくアクセス！

らくらくホン向けサービスが満載の、かんたんで楽しいiモードiモード
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毎日の生活で役立つ辞書を搭載しました。外出先などでも
手軽に調べられます。

検索する用語を入力 検索する用語を選択 検索結果

学研モバイル
国語辞典
和英辞典
英和辞典

地上デジタルテレビジョン放送の「ワンセグ」が視聴できます。
また、見やすさを追求し、字幕フォントには視覚工学に基づ
いた「Uni-Type®」を採用。より見やすい文字表示でワンセグ
を楽しむことができます。

＊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。

iコンシェルのインフォメーションや天気予報、カレンダー、
歩数・活動量など、さまざまな情報を見やすい大画面カラー
背面ディスプレイの「お知らせ画面」で確認できます。

見やすい大画面カラー背面ディスプレイで
情報を確認できる「お知らせ画面」

本格電子辞書

「楽しい」「便利」「あんしん」が詰まった充実機能

TVが見られるワンセグ対応

※1：あらかじめ登録・設定が必要です。
※2：iコンシェルご契約時のみ表示されます。
※3：iチャネルご契約時のみ表示されます。

サイドボタンでワンタッチ切替

歩数・活動量※1天気予報※2

時計のみ誕生日※1

カレンダー待受

iチャネル※3インフォメーション※2

量※1

iチャネル※3ョン※2

 充実機能
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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®

日本国内で使用しているケータイを、電話番号やメールアド
レスはそのままに海外で使えるサービスです。いつもの電話
で通話はもちろん、メールやiモードが使えます。
＊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。

気象庁が配信する緊急地震速報などを、対象地域にいるとき
回線混雑などの影響を受けずに受信できます。
＊あらかじめ受信設定が必要です。＊「通話中」「iモードなどのパケット通信中」「その他の
通信中」「電波状態の悪い場所」等の場合は受信できないことがあります。

スムーズなラウンドフォルムが手にやさしく
フィットします。シンプルかつ洗練されたデザ
インに品のよいカラーがさり気ない知性を醸
し出します。

ゴールド ピンク

緊急速報「エリアメール®」

美しく、使いやすい、洗練されたデザイン

海外でも利用できる
「WORLD WING®」

ドコモのサービスにもしっかり対応

※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。※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：iアプリコンテンツはご利用になれません。

FOMAハイスピード
※1

ワンセグ※2

WORLD WING

対応「○」、非対応「－」

7.2Mbps/̶

○

クラス4

防水 / 防塵

赤外線通信

Bluetooth通信

○/○

○

̶

おサイフケータイ

エリアメール

GPS/オートGPS

̶

○

○

トルカのみ
対応

■サービス／機能対応表

  デザイン   サービス

※3
オートＧＰＳ
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29 　30

〈本体付属品〉  
● 電池パック  F17　● リアカバー  F84　● 卓上ホルダ  F33　● らくらくホン8 取扱説明書
● らくらくホン8 かんたん操作ガイド

〈オプション品〉  
● 電池パック  F17　● リアカバー  F84　● 卓上ホルダ  F33　● キャリングケース 02
● FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02　● 平型スイッチ付イヤホンマイク P02
● 平型ステレオイヤホンセット P01　● イヤホンジャック変換アダプタ P001　

● ステレオイヤホンマイク 01　● イヤホンマイク 01　● FOMA ACアダプタ 02　
● FOMA DCアダプタ 02　● FOMA海外兼用ACアダプタ 01　● FOMA室内用補助アンテナ　
● FOMA室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）　● 骨伝導レシーバマイク 01　

● FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01　● 車内ホルダ 01　● イヤホン変換アダプタ 01　
● 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01　● FOMA 補助充電アダプタ 02/03　
● マイク付リモコンF01　　● FOMAecoソーラーパネル 01

本体付属品・オプション品

● 健康生活日記　● お薬辞典＋手帳　● 地図アプリforらくらくホン　● Gガイド番組表 
● 耳ヨミ for らくらくホン　● ケータイ脳力ストレッチング らくらく版　● メモ　● i Bodymo

プリインストール iアプリ

※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。

主な仕様

主な機能

■テレビ電話・iモード関連機能
● テレビ電話：ズーム（最大16倍）　● iアプリ®（最大100件※3）　
● iモーション®（最大100件※3）　● Bookmark（最大100件※3）　● 画面メモ（最大100件※3）

■メール関連機能

● 受信メール（最大1000件※3※4）　● 送信メール（最大200件※3※4）　●デコメテンプレート
●デコメピクチャ　●デコメ絵文字

■カメラ関連機能

［静止画］ ●オートフォーカス　●追跡フォーカス　●手ブレ補正　●顔検出　
●局所コントラスト補正　●自動シーン認識　●笑顔撮影　●手書きメモ　
●デジタルズーム（最大32段階約4倍）　●明るさ補正    ●高感度モード
［動画］ ●デジタルズーム（最大8段階約16倍）　　

■その他の機能

●電話帳：らくらくホン8本体（最大1000件※3［3番号3アドレス］）　
●外部メモリー※5（最大対応容量microSD™［別売］2GB／microSDHC™［別売］16GB）　
●音声読み上げ　●音声入力メール　●電話帳／機能の音声呼び出し　●通話音声メモ　
●ボイスレコーダ　●背面ディスプレイのおまかせバックライト　●開閉ロック　
●使いかたガイド

ACアダプタ 02

約110×50×15.5mm（最厚部約19mm）
約121g（電池パック装着時）
約520時間
約280時間
約180分（音声）／約110分（テレビ電話）
約240分
約3.0インチTFTカラー液晶ワイドVGA
（480×800ドット）約26万色
約2.0インチ TFTカラー液晶（240×320ドット）約26万色
外側：有効約810万画素CMOS／内側：有効約33万画素CMOS
約290分
約150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
カメラ
ワンセグ視聴時間
充電時間※2

3G
GSM

3G
GSM

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。

主な仕様・機能



●本カタログは、ドコモUIMカード（FOMA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/microSDHC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。●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UIM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。●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。

「デコメ」「iモード」「iコンシェル」「iチャネル」「デコメ絵文字」「デコメール」「i Bodymo」「WORLD WING」「エリアメール」「ケータイお探しサービス」「おまかせロック」「iアプリ」「iモーション」およ
び「iコンシェル」ロゴ、「WORLD WING」ロゴ、「エリアメール」ロゴ、「あんしんミッション」ロゴは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。
◎「microSD」「microSDHC」はSD-3C,LLCの商標です。◎「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。◎Uni-Typeは、株
式会社リムコーポレーションと千葉大学工学部との共同研究によって開発されたユニバーサルデザインの書体です。Uni-Typeは、株式会社リムコーポレーションの登録商標です。◎「学研モバ
イル国語辞典」「学研モバイル和英辞典」「学研モバイル英和辞典」は、学研編集の著作物です。◎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。

富士通公式 i モードサイトアクセス方法 （2014年8月現在、らくらくiメニューの場合。）

＊月額使用料無料でご利用いただけます。 ＊「@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。

ご利用にあたってのご注意

［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。●外部接続端子キャップ、リアカバーをしっかり
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。●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。［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。●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。●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、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。［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、
部品の交換が必要となります。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。］

防水／防塵性能について

このカタログには森林認証紙、植物油インキを使用しています。

●らくらくサイトボタン短押し後
@Fケータイ
応援団

らくらく
　メニュー

メニュー
リスト

ケータイ電話
メーカー

＊アクセス方法は予告 なしに
　変更されることがあります。

本チラシの内容は2014年8月現在のものです 2014.08

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

【らくらくホン8の操作および本カタログのお問い合わせ先】

お問い合わせ先 〈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うえおかけください。

＊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。

受付時間
午前9：00～
午後8：00（年中無休）

DC0978


