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泥がついても洗い流せるから安心、
らくらくホン初の防水ケータイ
好評のらくらくホンが、

泥がついても洗い流せる防水（IPX5／IPX7等級※）＆

防塵（IP5X等級※）性能に初めて対応しました。

便利なおまかせ機能も豊富にご用意し、

いつものテレビ番組が楽しめる「ワンセグ」にも対応しました。

「しんせつ」「かんたん」「見やすい」「あんしん」はそのままに、

さらに便利な機能が加わって、

これまで以上の使いやすさをお届けします。

ぼうじん

※防水、防塵について詳しくは４ページをご確認ください。
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※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。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。IP5X等級とは、粒径25μm以下の塵埃

が入った装置に8時間入れて取り出したときに電話機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。＊汚れた場合は、蛇口から弱めに流れる水道水に

当てながら手で洗い流してください。ブラシやスポンジ、石けん、洗剤など使用し

ないでください。＊らくらくホン６に限っては、独自の防水試験を実施しているた

め、海水、清涼飲料水がかかってもすぐに水で洗い流せば、お使いいただけます。

● 炊事・お風呂場などで安心してお使い
　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にもお使いいただけます。

● 農業・漁業関連のお仕事に就いている方から、
   趣味でガーデニングを楽しむ方まで
   安心してお使いいただけます。

泥がついても、海水がついても
洗い流せるから安心。
防水（IPX5／IPX7等級※）、
防塵（IP5X等級※）取得で、
使える場所がさらに広がります。

ぼうじん



温かみのある、やさしい

印象のシルバー。

シンプルさを追求したフォルムに、

気品あるメタルフレームをあしらい

ました。

華やかさと高級感を

あわせ持つ上質なレッド。

落ち着いた、深みのある

気品あふれるネイビー。

淡い色調とリーフ柄が

エレガントなラベンダー。

シルバー レッド ネイビー ラベンダー

上質なメタルフレーム 手になじみやすい形状
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カメラの凹凸をなくし、ヒンジ部

を絞り込んだことで手になじむ

ラウンドフォルムに仕上げました。

カラーバリエーション & デザイン
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「しんせつ」「かんたん」「見やすい」    「あんしん」の

「おまかせ機能」が強化され、さらに    使いやすくなりました。

しんせつ かんたん

見やすい あんしん

おまかせ でか着信

おまかせ バックライト

おまかせ 絵文字

おまかせ カメラ

おまかせ ランダム待受

おまかせ 

地図回転

おまかせ

おまかせ 画面切り替え
ワンセグ対応

7　＊画像はイメージです。

らくらくホン6は、

自動で使いやすく

サポートしてくれる

「おまかせ機能」を

豊富にご用意しました。
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スーパーはっきりボイス3＆
ゆっくりボイス

本体を傾けて持ち上げると、自動的に背面液晶のバックライト
が点灯します。

おまかせバックライト

人ごみでの騒音を感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れるよ
うになりました。また、相手
の話す声がゆっくり聞こえる
「ゆっくりボイス」を搭載し
ました。

相手の声がより
聞き取りやすく

自  分通話相手

スーパーダブルマイク

周囲の騒音を感知すると、自動的に雑音を抑えて、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。

おまかせでか着信

揺れや雑音を感知して自動で着信音量を大きくしてお知らせします。

おまかせ

おまかせ

しんせつんせつ

※指定したメールアドレスと題名が完全に一致する必要があります。
＊この機能を利用するためには設定が必要です。

おまかせランダム待受

送られてきたメールの添付画像が自動※で待受画面に設定
される「おまかせランダム待受」を採用しました。開閉する
たびに、待受画像がランダムに切り替わる楽しい機能です。

おまかせ

送られてきた添付画像が自動で待受画面になります

添付

最大20枚を
ランダムで表示



メールが作成しやすい
「音声入力メール※」

マイクに向かって話すだけ
で、メールの題名や本文が
入力される便利なサービ
スです。文字入力が苦手な
方でもかんたんにメール
が作成できます。

話した内容が文字入力されます

いつものカフェで
待ってます。

※お申し込みが必要なサービスです
（210円／月［税込］）。※お申し込みには
iモード®契約が必要です。※初回利用
開始から30日間は無料で利用できます
（別途パケット通信料がかかります）。
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片手でかんたんに
開けられる「オープンアシスト」

操作がわかりやすい「お知らせ光ガイド」

次に行う操作がひと目でわかる「光ガイド」
が進化しました。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、ボタンと画面が
光ってお知らせします。

電話をかけやすい
「ワンタッチダイヤルボタン」

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
とができます。よくかける相手を
登録しておくと便利です。

かんたんんたん

片手でかんたんに開きますオープンアシストボタン

ケータイをワンプッシュで
かんたんに開けることがで
きるオープンアシストを
採用しました。閉じる途中
で止められるようになっ
たので、置いて画面が見
られるなど、使いやすさが
向上しました。 次の操作をボタンと

画面が光って教えます
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撮影もかんたん「おまかせカメラ」

カメラを向けるだけで自動
的にピントが合い、接写／
通常モードが切り替わる
「おまかせオートフォーカス」
を採用しました。被写体
が近づいても遠ざかっても
自動でピントが合うので、
かんたんに撮影できます。

被写体が近づいても自動でピントが合います

■ おまかせオートフォーカス

静止画撮影時に、手ブレを自動補正するので、きれいな写真
を撮影することができます。

■ おまかせ手ブレ補正

逆光で暗くなった部分だ
けを、自動的に画質補正。
明るく自然な写真に仕上
がります。また、薄暗い場
所での撮影も、明るく自動
補正します。

■ おまかせ逆光補正＆おまかせ明るさ補正

逆光補正あり逆光補正なし

かんたんんたん

おまかせ

おまかせ絵文字

テキスト文章から絵文字入りメールを自動作成します。かん
たんに絵文字入りの楽しいメールが作れるので便利です。

おまかせ

文章に合わせて挿入したい絵文字を個別に選択する必要があります

おまかせ絵文字を選択するだけで文章に合った絵文字が自動で一括挿入されます

楽しい絵文字の一例

通  常

おまかせ絵文字

猫 ビックリ野球 テニス 新幹線 カラオケバースデー パー

ドキドキ わーい 雨 ぴかぴか ダッシュ OK ビル 喫茶店
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見やすい画面の約2.8インチ液晶搭載

見やすいやすい

屋内でも屋外でも
変わらない見やす
さを誇るオールラ
ウンド液晶を搭載
しました。また、
メールやメモ、時
計、電話帳を大き
な文字で確認する
ことができます。

メールや電話帳が見やすい「拡大もじ」

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40ドットの大
きさで表示できます。

標準の大きさ
（30ドット）

（原寸大）

大きく表示
（40ドット）

最大12倍のズームが可能な「拡大鏡」

カメラを使って、最大12倍
までズームが可能です。
また、32段階の細かいリニ
ア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。
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画面を左右に傾けると自動で向きが変わる「おまかせ画面切
り替え」を搭載。画面の向きに合わせて、カーソルキーも回転
するので、快適に操作できます。 ＊ワンセグ、ビデオに対応しています。

おまかせ画面切り替え画面の明るさを最適化する「自動輝度調整」

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

見やすいやすい

視聴時間最大320分※のワンセグ対応

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。
※省電力モードの場合（通常時約270分）。
お買い上げ時は、省電力モードの設定は「OFF」になっています。
＊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。
＊録画機能には対応していません。

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

おまかせ

＊字幕フォントにはユニバーサルデザインの書体「Uni-Type」を採用しています。

たとえば、画面の向きに合わせて○の部分が上キーになります
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生活習慣病予防の新指標
METs（メッツ）とEx（エクササイズ） 

健康管理をサポートする「活動量計」

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
する最新の健康指針「エクササイズガイド
2 0 0 6」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
るようになりました。

Ex（エクササイズ） = [  METs（メッツ） × 時間（h） ]

METs（メッツ）とは運動強度を表す単位
です。身体活動量計では体が感じるきつ
さをMETs（メッツ）という単位で表します。

METs
（メッツ）

Ex（エクササイズ）とは身体活動量を表す単
位です。らくらくホン6は、3METs（メッツ）以上
の値を用いて身体活動量を算出しています。

Ex
（エクササイズ）

体 操

活動量計は、歩かなくても、体を動かしていれば身体活動量
を計測します。厚生労働省の指針では、1週間に23Ex程度
の運動を行うことが望ましいとされています。

■ 理想は一週間に23Ex

Exの例（各運動を1時間行った場合の目安／参考値）

あんしんんしん

4 Ex

子供と遊ぶ
5 Ex

窓拭き
3 Ex

ダンス
5 Ex

庭掃除
4 Ex

モップ掛け
3.5Ex

ゴルフ
4 .5Ex

ジョギング
7 Ex

「運動の強さ」測定計

ボタンを押してスタートしてから、もう一
度ボタンを押してストップするまでの間
で行った、瞬間的な運動の強さ（METs）
が測定できるようになりました。ゴルフ
スイングなどのさまざまな運動強度を、
手軽にチェックすることができます。
＊活動量や運動の強さを正確に測定するために腰への装着
を推奨します。
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おまかせ地図回転

進行方向が常に上向きに
なる「おまかせ地図回転」
を採用した、地図アプリを
搭載しました。ケータイの
向きに合わせて地図が回
転するので、初めての場
所や旅先などの地図もわ
かりやすく表示されます。
また、方位を調べられる
「電子コンパスアプリ」も搭
載しています。

健康応援サービス連携

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。

あんしんんしん

おまかせ

外部サービス連携

健康応援ネット「からだカルテ」※との連携により、より充実
した健康管理が可能です。

※タニタ社製対象機器の体組成計(BC-501)／血圧計(BP-300)以外とは連携できません
（2009年7月現在）。
※「からだカルテ」は登録が必要な、一部有料のサービスです。詳しくは下記URLから
ご確認ください。
○PC版 http://www.karadakarute.jp/   ○モバイル版 http://mobile.karadakarute.jp/
※別途パケット通信料がかかります。

自分の向きに合わせて地図が回転します

ウォーキングに役立つ「歩数計」

「歩数」「歩いた距離」「消費カロリー」など
に加え、「脂肪燃焼量」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、ご家族の方たちもあんしんです。

2009 ZENRIN DataCom CO.,LTD.
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手軽にロックをかけられる開閉ロック 電池の消費を節約する省電力モード

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。

基本機能本機能

ケータイを閉じるだけで操作をロックします。
置き忘れや紛失の際にあんしんできる機能
です。 　＊あらかじめ設定が必要です。

登録していない番号を着信拒否

電話帳に登録していない番号からの着信を
拒否することができます。

着信に気付きやすい「でかバイブ」

らくらくホンVに比べ、着信やメール
受信、アラームなどのバイブ（振動）
が大きくなりました。色々なお知ら
せに気付きやすくなりました。

文字入力に便利な「ATOK®」

電池の消費を節約する省電力モードが
一括設定できるようになりました。待受
時間では約30%、ワンセグ視聴時間も
約20%の向上を実現しました。

開閉ロック中画面
（待受画面時）

メニュー 4 3

設定方法

項目を設定

待受時間
（静止時）

ワンセグ
視聴

＊お買い上げ時には省電力モードはOFFになっています。

720時間500時間

通常時 省電力モード

320分270分

通常時 省電力モード
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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。また同時に
事前に登録した相手に自動的に居場所
を知らせる、イマドコサーチ機能にも
対応しました。

ワンタッチブザー&イマドコサーチ※連動

ドコモの運営するコミュニティサイト「ドコモコミュニティ」へ、
ケータイのメニューからかんたんに画像や日記を投稿でき
ます。家族や友人と共有し、楽しむことができます。

ドコモコミュニティとの連携

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。

緊急速報「エリアメール®」

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(音声通話・iモード
ともに74の国・地域※)で使えるサービスです。
※2009年5月27日現在。
＊WORLD WINGの通話・通信料は「パケ・ホーダイ ダブル」などの各種
割引サービスの適用対象外です。

WORLD WING®

サービスービス

※お申込みが必要な有料サービスです。
月額使用料：210円（税込）　検索料：5.25円（税込）／1回

ケータイ補償 
お届けサービス

＊「ドコモコミュニティ」は、利用頻度や利用方法などにより、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iモードパケット定額サー
ビスをご利用ください。
＊アクセス制限サービスをご利用の場合はお使いいただけません。
＊月額使用料は無料ですが、別途お申し込みが必要なサービスです。

♪
♪
♪ ♪

♪
♪

作成者 閲覧者
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わかりやすく、聞き
取りやすい受話
口です。

周囲の明るさを
感知して、液晶画
面の輝度を自動
で調整します。

文字が読みやす
い白黒反転画面
です。

ボタンひとつで
登録相手に電話
をかけられます。

押しやすい十字型
マルチカーソルボ
タンです。

話す場所がわかり
やすく、しっかり声
を拾ってくれます。

音声もしくはテレ
ビ電話の着信を光
の点滅でお知らせ
します。

ワンプッシュする
だけで片手でかん
たんに開けられます。

防水対応でも変わらない
あんしんの使いやすさ

新構造設計により防水化を実現。
濡れた手でも操作が可能です。

■ ワンタッチ
    ダイヤルボタン

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。

■ 使いやすい
     マルチカーソルボタン

防水でありながら、大きくて押し
やすいボタンを採用しました。

■ 大きく押しやすいボタン ＊あらかじめ設定が
必要です。

充電する際に外部接続端子カバー
を開閉する必要がありません。

■ 卓上ホルダ標準添付

＊卓上ホルダは防水非対応です。
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■FOMA ACアダプタ 01／02※6　■FOMA DCアダプタ 01／02　
■FOMA 乾電池アダプタ 01　■FOMA 補助充電アダプタ 01　
■車載ハンズフリーキット 01※7　■FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01　
■電池パック F09※8　■車内ホルダ 01　■卓上ホルダ F30※8　■リアカバー F41　
■キャリングケースL 01　■FOMA USB接続ケーブル※9　
■FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01※9／02※9　
■平型スイッチ付イヤホンマイク P01※10／P02※10　■平型ステレオイヤホンセットP01※10　
■イヤホンジャック変換アダプタ P001※10　■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
■外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01　■スイッチ付イヤホンマイク P001※11／P002※11　
■ステレオイヤホンセット P001※11　■イヤホンターミナル P001※11　
■FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※6　■骨伝導レシーバマイク 01※10　
■FOMA 室内用補助アンテナ※12　■FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）

オプション

■地図アプリforらくらくホン　■電子コンパスアプリ　■Gガイド番組表　
■ケータイ脳力ストレッチング らくらく版　■メモ　■健康生活日記

◎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。

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。※6：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利用しての充電は行わないでください。※7：
らくらくホン6を利用／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。
※8：電池パック F09と卓上ホルダ F30は本体付属品です。※9：USB HUBを使用すると、正常に
動作しない場合があります。※10：らくらくホン6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。※11：らくらくホン6と接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ P001
と外部接続端子用イヤホンアダプタ 01が必要です。※12：日本国内で使用してください。

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）　

■カメラ関連機能

● 拡大鏡（32段階最大約12倍）　● オートフォーカス　● 明るさ補正　● 逆光補正　
● おまかせ撮影サイズ／保存先決定　● 手書きメモ

■その他の機能

● 電話帳：らくらくホン6本体（最大1000件※3[3番号3アドレス]）
● 外部メモリー※5（microSDHCTMカード[別売]／microSDTMモード対応）　
● スーパーはっきりボイス3　● ゆっくりボイス　● スーパーダブルマイク　● オープンアシスト　
● ワンタッチダイヤルボタン　● 赤外線（全件送受信対応）　● 歩数計　● 活動量計　● 脈拍計
● 光センサー　● ワンタッチブザー　● おまかせバックライト　● 省電力モード　● 音声読み上げ　
● 音声呼び出し　● 音声入力メール　● おまかせ音声通話メモ　● おまかせでか着信　
● ボイスレコーダ　● お知らせタイマー　● 開閉ロック　● バーコードリーダー　
● GPS　● 電子コンパス　● WORLD WING（3G）　● iチャネル®　● ドコモコミュニティ連携　
● おまかせロック®　● ケータイお探しサービスTM　● 電話帳お預りサービス®　● イマドコサーチ

FOMA ACアダプタ
FOMA DCアダプタ

約109×50×17.7mm（折りたたみ時）
約122g（電池パック装着時）
静止時（自動）：約500時間／移動時（自動）：約370時間／
省電力モード時：[静止時]約720時間・[移動時]約470時間
音声通話：約160分／テレビ電話：約110分

約2.8インチ 半透過TFTカラー液晶　
ワイドQVGA（240×400ドット）約26万色

約1.4インチ モノクロSTN液晶（96×128ドット）
外側：有効約320万画素CMOS／内側：有効約32万画素CMOS
約270分（省電力モード約320分）
約140分
約140分

外形寸法（H×W×D）
質量

連続待受時間※1（FOMA／3G）

連続通話時間※1（FOMA／3G）

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
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＊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。

●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。●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。

◎「FOMA／フォーマ」「iモード」「iアプリ」「iモーション」「WORLD WING」「エリアメール」「iチャネル」「ケータイお探しサービス」「電話帳お預かりサービス」「おまかせ
ロック」および「WORLD WING」ロゴ、「エリアメール」ロゴ、「あんしんミッション」ロゴ、「ケータイお探し」ロゴ、「電話帳お預かり」ロゴ、「おまかせロック」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アソシエーションの商標です。　　◎「Gガイド番
組表」は、米Gemster-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。◎「おまかせバックライト」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。

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 ＊携帯電話、PHSからも
ご利用になれます（他社を含む）。

TEL 03-3200-3166富士通株式会社 モバイルフォン事業本部
【らくらくホン6の操作および本カタログのお問い合わせ先】

富士通公式 i モードサイトアクセス方法 （2009年7月現在、らくらくiメニューの場合。）

＊アクセス方法は予告 
　なしに変更される
　ことがあります。

@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。

2009年7月現在　MB1463

ご利用にあたってのご注意

● 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。らくらくホン6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。 ● らくらくホン6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。 ● らくらくホン6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。 ● 外部接続端子カバー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。 ● 外部接続端子カバー、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。外部接続端子カバー、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。

防水・防塵機能に関してのご注意

下キー短押し

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。

●視覚に頼らずに操作が行える
　「音声読み上げ機能」搭載。
●ボタンひとつで電話がかけられる
　「ワンタッチダイヤル機能」搭載。




