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ランニンランニングクリニックでグクリニックで
健康美UP！健康美UP！
高橋尚子さんのアドバイスを受け高橋尚子さんのアドバイスを受け
られます。正しいフォームを身にられます。正しいフォームを身に
付けて、めざせ健康美！付けて、めざせ健康美！

ビューティカメラでビューティカメラで
可愛さUP！可愛さUP！
瞳を大きく、肌を美しく撮影瞳を大きく、肌を美しく撮影
できます。カメラを上手にできます。カメラを上手に
使って、理想の写真美人に！使って、理想の写真美人に！

防水ワンセグで防水ワンセグで
楽しさUP！楽しさUP！
防水対応なので、より楽しく防水対応なので、より楽しく
半身浴を行えます。半身浴を行えます。ワンセグワンセグ
見ながらゆっくりリラックス！見ながらゆっくりリラックス！

◆クリスタルアーチが輝くスリム防水（IPX5/IPX8）※＆透明感溢れるプリズムイルミ

◆オトナ女子力UP！美活サポート機能をはじめ、女子に人気の豊富なコンテンツを搭載

◆フルハイビジョンムービー対応1220万画素カメラ

◆日々の生活をより便利にするハイスペック機能

より美しく、よりエレガントに。

F -10Cは、上質な透明感溢れるクリスタルパーツを採用。

ほかにも、ビューティカメラや、ランニング&ウォーキングクリニック、

キュートなデコメ絵文字®など、女子力をUPさせる機能が満載です。

オトナ女子力UP！
多彩な機能で多彩な機能で

＊画像はイメージです。　0201　＊画像はイメージです。

プリズムイルミズムイルミが輝く輝く
ビューティ・スリスリム防水防水
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※防水についてはP17をご覧ください。 



　　＊画像はイメージです。　0403　＊画像はイメージです。

DESIGN DEDESIGN DETAILAIL ILILLUMIUMINATIONTION

プリズムイルミ
透き通るようなクリスタルパーツが美しいプリズ
ムイルミ。通話中や着信時、開閉時など、さまざま
なシーンを上質なイルミネーションが彩ります。

レインボーキーイルミ
キー操作や、温度変化に連動して多彩な表
情を見せるレインボーキーイルミ。手元を美
しく演出します。

ワンプッシュで
オープンできるボタン スリムなボディクリスタルアーチ

透明感と煌めきを纏った、エレガントデザイン。COLOR VARIATION & Illumination

♥♥♥ROSE
GOLD

COSMETIC
PINK

PRECIOUS
BLACK

＊イルミネーションの光り方は周囲が暗い場所でのイメージです。
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より美しく、より健康的に。
美活サポート機能でオトナ女子力UP!
F-10Cには、女子力を磨けるウレシイ機能が満載！
多彩な機能を活用して、めざせオトナ女子力UP!

B e a u t y  F u n c t i o n

ケータイを持ち歩くだけで、毎日の気に
なる消費カロリーや脂肪燃焼量を手軽
にチェックできます。

健康的な体型維持に。

エクササイズカウンター※1

美容を保つ秘訣はやはり適度な運動。あの
高橋尚子さん監修のランニング＆ウォーキ
ングクリニックで正しいフォームを身に付け
れば、より効果的な運動が可能です。

適度な運動で健康美へ。

高橋尚子のランニング＆
ウォーキングクリニック※1

乾燥はお肌の大敵。温湿度センサーな
ら、現在の温度や湿度を、待受画面のキャ
ラクターや色の変化を見るだけでチェッ
ク可能。乾燥肌対策にも役立ちます。

スキンケア対策に。

温湿度センサー

女子らしいキュートなメールづくりにぴった
りのデコメを豊富にご用意。さらに、デコメ
絵文字®は、なんと2,102種類もプリインス
トール。メールをつくる楽しみが広がります。

可愛いメールで女子力を上げる。

豊富なデコメ®

半身浴にぴったりな防水ワンセグを搭載。「な
めらか表示」で美しい映像を視聴できます。
＊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。

半身浴でリラックス。

防水ワンセグ
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「食べログ®」「ぐるなび®」「ホットペッパー®」
との連携により、人気のカフェや自分好みの
飲食店を、ケータイをかざすだけでかんた
んに探せます。

女子会ランチの場所選びに大活躍。

AR対応ロケーションレーダー※2

©Kakaku.com, Inc.All Rights Reserved.
©2002 GOURMET NAVIGATOR INC.
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※1：測定にあたっては、ケータイ本体を所定の位置に正しく装着する必要があります。
正確な測定には、キャリングケース（別売）の利用を推奨します。

※2：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。　
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女子なら誰しも、より美しい姿
で思い出に残りたいもの。
ビューティカメラ機能を使え
ば、瞳を自然に美しく強調した
り、小顔にすることが可能。ま
た、美肌モードで肌をキレイに
撮影できます。

瞳を大きく。肌をキレイに。

ビューティカメラ機能



＊画像はイメージです。　0807　＊画像はイメージです。

フルハイビジョンムービー

フルHD（1920×1080）サイズのフルハイビジョンムービー撮影が可能。ふとした日常
をかんたんに動画で残せます。

＊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。＊録画したフルハイビジョン
ムービーをテレビなどの外部機器で視聴するには、別途パソコンでデータ変換が必要になります。

HDR（ハイダイナミックレンジ）合成対応

露光時間の違う2枚の写真を同時に撮影し自動で合成します。実際の目で見るリアル
な風景に近い写真が楽しめます。

ほかにもこんな便利機能

高性能1220万画素カメラ

高性能CMOSセンサー「Exmor® for mobile」と、画像処理エ
ンジン「Milbeaut® Mobile」を搭載。2つの高機能の融合が、
低ノイズと高解像度を両立しました。微妙な質感や細部まで
美しく再現します。

指定した顔にピントを合わせる

   サーチミーフォーカス

背景ボケの印象的な一枚が撮れる

   ぼかし強調モード

連写後にベストな一枚を自動選択

   ベストショットセレクト

薄暗い場所でも明るく撮れる

   高感度撮影モード

クイック撮影モード

カメラを高速で起動できるクイック撮影モードを搭載。撮りたい瞬間にシャッターチャ
ンスを逃さず撮影できるので便利です。

ビビッド／モノクロ／セピア／ダーク／アンカラフル／クロマキー／
トイカメラ／ジオラマ／魚眼／クロスプロセス／ソフトフォーカス

アートカメラ

対応撮影モード一覧

クロマキーやジオラマなど、撮影した写真を自慢したくなるような、こだわりの一枚を撮
影できます。

通常撮影

長時間露光 短時間露光 自然でリアルな1枚に合成

アートカメラ（クロマキー）ON

+

思い通りに。かんたんに。

高性能カメラ＆ムービー。

C amer a  &  Movie

＊「Exmor」はソニー株式会社の登録商標です。
＊「Milbeaut」「ミルビュ―」は、富士通セミコンダクター株式会社の登録商標です。
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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、指定した日時に自動でメー
ルを送信します。　＊電源OFF時や圏外ではご利用いただけません。

声の宅配便™

メール作成の代わりに“声”のメッセージを録音し送ることができます。
＊ご利用には一部を除き、ご契約の料金プランに応じた通話料がかかります。＊再生通知を
希望されない場合、「再生通知設定」を｢停止｣に変更ください。＊FOMA同士でのみご利用い
ただけるサービスです。＊メッセージ録音時（返信録音時を除く）の通話料のみ、各種通話料
割引が適用されます。＊国際ローミングサービス中は本サービスをご利用になれません。ただ
し、お客様宛てのメッセージの録音を受け付けることは可能です。

スグデコ！

指定の宛先にメールを送るだけで欲しいデコメ絵文字®がもらえます※。
※サイトへのアクセスやコンテンツのご利用には別途パケット通信料がかかります。＊コンテ
ンツプロバイダによるiモード情報料無料のコンテンツ配信です。2014年9月30日までの期間
限定サービスとなります。

メール自動返信

あらかじめ指定した相手から電話・メールがあると自動的にメールを返信します。
＊電源OFF時や圏外ではご利用いただけません。

毎日に役立つ

便利機能。楽しく便利な

メール機能。

ETGAスウィングレッスン

ケータイ本体を腰に取り付けてスウィングするだけで、スウィングフォームを測定可
能。測定データをもとに、プロゴルファー江連 忠（えづれ ただし）氏によるスウィング
診断やアドバイスが表示され、ゴルフの上達をサポートします。
＊測定にあたっては、ケータイ本体を所定の位置に正しく装着する必要があります。＊正確な
測定には、キャリングケース（別売）の利用を推奨します。

スーパーはっきりボイス3 ＆ ぴったりボイス

人ごみなどでも通話音声が聞きとりやすい
「スーパーはっきりボイス3」に加え、「新幹線
乗車中」「歩行中」「走行中」の特定環境に合
わせた適切な調整を行う「ぴったりボイス」を
採用。幅広いシーンで快適に通話できます。

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などの設定頻
度が高い場所を認識し、周辺に近づくと設定
切替を促します。ライフスタイル設定を登録
すれば、次回から自動で設定切替を行います。
＊オートGPS利用時のみ有効です。

新幹線のデッキ歩行中

マナーモード設定
頻度が高い場所

設定した場所に
近づくと…

自動でマナーモード設定

申込不要月額使用料無料



ケータイを安心、

安全に使える

充実のセキュリティ。

高品質な

オーディオ＆ビジュアル。

＊画像はイメージです。　1211　＊画像はイメージです。

指紋センサー

防水対応の指紋センサーを搭載。指紋を登録することで、暗
証番号（4桁から8桁）を入力するかわりに指紋で認証操作を
行うことができます。
＊あらかじめ設定が必要です。＊水滴がついていると、正常に認識
しない場合があります。

クローズロック＆フォルダロック

閉じるだけでロックをかけられたり、指定したフォルダだけをロックできるフォルダ
セキュリティ機能を搭載しました。

microSDパスワード機能

使用しているmicroSDカード（別売）／microSDHCカード（別売）にパスワードを設定
可能。大切なデータの漏えいを防ぎます。
＊SD規格Version2.00に対応しているmicroSD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。

プライバシーモード

指定した人物やグループに関する情報（電話帳や発着信履歴、送受信メールなど）だ
けをまとめて非表示にできます。シークレット属性設定者から新着メールや不在着信が
あった場合は、あらかじめ設定してある電池アイコンに切り替わってお知らせします。
＊あらかじめシークレット属性の設定が必要です。＊電池のアイコンは任意で設定が可能です。

Bluetooth®機器連携

ワンセグや音楽を、Bluetooth対応のヘッドホン（別売）やカーオーディオで楽しめま
す。また、Bluetooth対応キーボードを活用することもできます。
＊対応プロファイル：HID／DUN／OPP／SPP／HSP／HFP／A2DP／AVRCP／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。＊ワンセグの音声とブルー
レイディスクレコーダー連携で保存した動画は、SCMS-T方式の著作権保護に対応している
A2DP対応Bluetooth機器でのみ再生できます。

ドルビー®モバイル

ワンセグなどのサウンドを、ホームシアターに相当する5.1chサラウンド※で楽しめま
す。立体的で臨場感のある音質が特長です。
※ステレオイヤホン（別売）接続時のみ利用できます。内蔵スピーカーからの出力は5.1chとは
なりません。

FMトランスミッタ

ミュージックプレーヤーやワンセグの音声を、FM波で転
送できます。自動車・自宅オーディオのFMラジオで、手軽
に臨場感あふれる音が楽しめます。



日々の生活をサポートする

便利なユーティリティ。

13　＊画像はイメージです。

照明／キーバックライトや、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。

ecoモード

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は不要のためケータ
イに電源が入っていれば利用可能です。

スマートブラウザ

ページ表示の高速化を実現した「スマートブラウザ」を搭載しました。より快適にウェ
ブサイトの閲覧が楽しめます。

ドコモマーケット

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、iMenu→ドコモマーケット（ミュージック/アプリ/本・コミック）
と簡単。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）。＊ドコモマーケット（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。

コンテンツパッケージ

iコンシェル®

着うた®、動画などのコンテンツをまとめてダウンロードできます。
＊「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

ドコモ地図ナビ™

車でも歩きでもケータイがまるでカーナビのようにルート案内します。もちろん渋滞情
報、オービス情報、ETC割引、駐車場の満空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モードのご契約およびドコモ
地図ナビのご契約が必要です（有料サービスです）。＊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・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。「パケ・ホーダイ ダブル」ご契約の場合、少数回のご利用であっても上
限額に達します。＊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。

あなたに合った情報をお届けする「iコンシェル」が、スケジュールを管理したり備忘録
になる「メモ」に対応。「執事」や「コンシェルジュ」のようにサポートしてくれます。
＊ご利用いただくには、iモードのご契約およびiコンシェルのご契約が必要です（有料サービス
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。

＊画像はイメージです。　14
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※1：防水・防塵性能に関しては、P17をご覧ください。※2：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。送信時最大5.7Mbpsに対応したエリアについて詳細はドコモのホームページをご確認ください。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最大384kbps通信と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、通信速度が遅くなることがあります。※3：PDF、Microsoft® Excel/Excel 97～Excel 2007/.xls, .xlsx、Microsoft 
PowerPoint®/PowerPoint 97～PowerPoint 2007/.ppt, .pptx、Microsoft Word/Word 97～Word 2007/.doc, .docxの閲覧が可能。

※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。＊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。

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。

※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。

テレビ電話・ i モード関連機能
● FOMAハイスピード（HSDPA、HSUPA）　● テレビ電話：ズーム（最大16倍）　● iメロディ®（最大500件※3）　● iアプリ®（最大100件※3）　● 直感ゲーム®
● iモーション（最大1088分※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400件※3）

メール関連機能
● 受信メール（最大2500件※3※4）　● 送信メール（最大500件※3※4）　● メールフォルダ（最大20個）［デフォルトの受信BOX、iアプリ連動のメール
　ボックスは含まず］　● 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（2102個）　● 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34倍）・動画撮影（最大32段階約16倍）　● 広角レンズ（28mm）［35mmフィルム換算］　● 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　● 手ブレ補正　● フォトライト
● 高感度撮影モード（最大 ISO25600相当）　● 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　● トラッキングフォーカス　● HDR合成　● ぼかし強調モード
● フルハイビジョン動画撮影　● スナップムービーモード　● ベストショットセレクト

その他の機能
● 電話帳：F-10C本体（最大2000件※3［5番号5アドレス］）・ドコモUIMカード（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　● ぴったりボイス　● ゆっくりボイス　● サーチキー　● レインボーキーイルミ　● 待受ショートカット　
● GPS（オートGPS対応）　● 外部メモリー※5（microSDカード[別売]／microSDHCカード[別売]）　
● Bluetooth（HFP・HSP・DUN・OPP・SPP・HID・A2DP・AVRCP・BIP・HDP）　● PDFビューア・ドキュメントビューア※6　
● モーションセンサー　● WMVストリーミング　● 音響エンジン（DOLBY MOBILE）　● ブルーレイディスクレコーダー連携　
● 電池残量パーセント表示　● ウォーキングチェッカー　● エクササイズカウンター　● 健康機器連携　● パルスチェッカー　
● FOMAプラスエリア　● トルカ®　● 2in1®　● iチャネル®　● iコンシェル　● iCお引っこしサービス　● ダビング10　●きせかえツール　
● 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®、メイドのメイちゃん、くーまん、バカボンのパパ、リーフロボット、まちのドコモダケ）
● WORLD WING（3G＋GSM）

主な機能

FOMA ACアダプタ

FOMA DCアダプタ

外側

内側

FOMA／3G

GSM

FOMA／3G

GSM

約111×51×11.8mm（最厚部約15.3mm）

約110g

外形寸法（H×W×D）

質量（電池パック装着時）

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　　

約600時間

約280時間

音声通話：約210分／テレビ電話：約110分

約250分

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

有効約1220万画素CMOS

有効約32万画素CMOS

約320分（ecoモード約390分）

約140分

約140分

主な仕様

iコンシェル（メモ対応） ケータイデータお預かりサービス マイエリア
i Bodymo タッチパネル デコメ絵文字®

DCMX® iD™（おサイフケータイ®） 地図アプリ（ドコモ地図ナビ） 声の宅配便
WORLD WING® （3G+GSM） 防水※1 防塵（ぼうじん）※1

iモーション®（50MB対応） HIGH-SPEED※27.2Mbps（受信）／5.7Mbps（送信） Bluetooth
GPS ドキュメントビューア※3 ワンセグ

○／○ ○
2102種類
○
IP5X
○
○

○
－
○

IPX5/IPX8

○

○
○
○
○
○

Wi-Fi －

○／○

「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。

健康をサポートする 「i Bodymo®」

エンタメ系からお役立ち系まで、豊富なiアプリをプリインストール。

プリインストールiアプリ

＊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
スです）。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アプリのダウンロードが必要です。＊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。

■空気読み。 for F　■MUSICアプリ　■いつもNAVI［海外］※　■今の為替と株価　■@Fケータイ応援団INFO　■高橋尚子のランニングクリニック

■高橋尚子のウォーキングクリニック　■温湿度☀指数チェッカー　■ETGAスウィングレッスン　■ヘルスチェッカー　■ロケーションレーダー（AR対応）

■モバイルGoogleマップ　■地図アプリ　■DCMXクレジットアプリ　■iD 設定アプリ　■ドコモwebメール　■マクドナルド トクするアプリ　

■E★エブリスタアプリ　■楽オク☆アプリ　■iCタグリーダー　■TETRIS 1to3 for F　■ロジックパズルＦ　■モバイルSuica登録用iアプリ　

■iアプリバンキング　■Start！ iウィジェット　■iWウォッチ　■おサイフケータイ Webプラグイン　■i Bodymo※　■お天気アプリ※　

■かざす請求書※　■ドコモ料金案内※　■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※　

■モバイルAMCアプリ※　■いっしょにデコ※　■FOMA通信環境確認アプリ※　■ZOOKEEPER DX F　■恋色デイズ［春樹編］　

■ストリートファイターⅡ 体験版　■ロックマン 体験版　■ぐるなび　■Myきせかえクリエイター　■Gガイド番組表リモコン　■iアバターメーカー※

ドコモサービス／機能対応表 対応「◯」、非対応「ー」
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F-10C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。
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。

2.4 FH 1

①   ② ③

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。

Bluetoothの周波数帯について

防水／防塵性能について

◎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：卓上ホルダは非防水です。 ※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：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。 ※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とイヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。 ※6：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。 ※7：USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。 ※8：日本国内で使用してください。

オプション品

2011年4月現在 MB2220

●本カタログは、ドコモUIM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。

◎「docomo STYLE series」「デコメ絵文字」「デコメ」「声の宅配便」「ドコモ地図ナビ」「iコンシェル」「iBodymo」「iモード」「DCMX」「iD」「おサイフケータイ」「WORLD 
WING」「iモーション」「iメロディ」「iアプリ」「直感ゲーム」「FOMA」「デコメアニメ」「トルカ」「2in1」「iチャネル」「マチキャラ」「ケータイお探しサービス」「おまかせロック」
および「声の宅配便」ロゴ、「ドコモ地図ナビ」ロゴ、「iコンシェル」ロゴ、「iBodymo」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。◎「Windows」「Windows  Media」は米国Microsof t  Corporat ionの米国および他の国における登録商標または商標です。◎「microSD」、
「microSDHC」はSD-3C,LLCの商標です。◎「Dolby」「ドルビー」およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。◎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。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。◎「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。◎Google, モバ
イルGoogleマップは、Google, Inc.の登録商標です。◎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登録商標です。◎アバターメーカーは、株式会社アクロ
ディアの登録商標です。◎「くーまん」は株式会社ドラコミュニケーションズの登録商標です。◎ズーキーパーは株式会社KITERETSUの商標または登録商標です。
◎「Milbeaut」「ミルビュー」は、富士通セミコンダクター株式会社の登録商標です。◎「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。◎「Exmor」はソニー株式会社の商標または登録商標です。◎「　　」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。◎「プライバシーモード」「リー
フロボット」は富士通株式会社の登録商標です。◎「食べログ」は株式会社カカクコムの登録商標です。◎「ぐるなび」は株式会社ぐるなびの登録商標です。◎「ホットペッ
パー」は株式会社リクルートの登録商標です。◎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Microsoft Corporationの商品名称です。本カタログでは、Excel、Wordのように表記している場合があります。◎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（2011年4月現在）

＊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。

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部
【F-10Cの操作および本カタログのお問い合わせ先】

＊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。

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。

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-10C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

ご利用にあたってのご注意

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®

［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（IPX5／IPX8）／防塵（IP5X）について］●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-10Cにおいて、IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深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。●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、取り出した時に電話機の
機能を有し、かつ安全を維持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）。＊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。

このカタログには森林認証紙（認証no.C022784）
植物油インキを使用しています。

○電池パック F19※1　○リアカバー F61※1　○卓上ホルダ F33※1※2　○FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※3　○ワイヤレスイヤホンセット P01／02　
○骨伝導レシーバマイク 01※4／02※4　○イヤホンターミナル P001※5　○キャリングケースL 01／02　○FOMA AC アダプタ 01／02※3　
○FOMA DCアダプタ 01／02　○車載ハンズフリーキット 01※6　○FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01　○車内ホルダ 01　
○FOMA 乾電池アダプタ 01　○FOMA USB接続ケーブル※7　○FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※7　
○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　○マイク付リモコン F01※4　○平型ステレオイヤホンセット P01※4　
○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　○スイッチ付イヤホンマイク P001※5／P002※5　
○ステレオイヤホンセット P001※5　○FOMA 室内用補助アンテナ※8　○FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※8　
○FOMA ecoソーラーパネル 01
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