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大画面を楽しもう。らくらくタッチ 操作でスマートフォンデビュー

こんなに便利、こんなにかんたん。 はじめるなら、らくらくスマートフォン。
◇ボタン感覚で押せる
　新タッチパネルを採用

◇「ヒューマンセントリック
　エンジン Advance」が
　実現する抜群の使いやすさ

◇データの一括引き継ぎで
　携帯電話からの
　のりかえもかんたん

◇ワンタッチダイヤルなど、
　らくらくホンでお馴染みの
　機能も満載

◇幅広いシーンで活躍する
　防水・防塵対応

◇難しい設定もいらないので
　買ってすぐに始められる

富士通の「らくらくスマートフォン」。

それは、もっと幅広い年代の方々に

スマートフォンを楽しんでもらえるよう、

すべてを特別に開発した

まったく新しいスマートフォン。

見やすさ、聞きやすさ、使いやすさなど、

初めてでもすぐに楽しめる

工夫が満載です。

さぁ、あなたも、

スマートフォンデビューしませんか？
＊iモード®には対応しておりません。
＊掲載の内容はAndroid™ 4.0バージョンの内容となります。

＊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）。詳しくはP30をご確認ください。
＊「ヒューマンセントリック」および「ヒューマンセントリックエンジン」は富士通株式会社の商標です。
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持ちやすくて、話しやす持ちやすくて、話しやすい。手に馴   染む、やさしいデザイン。い。手に馴   染む、やさしいデザイン。

耐摩耗性に優れた加工（ウルトラタフガード）を施したことで、
塗装がはがれにくくなりました。傷に強く、美しさが長持ちします。

大きくて押しやすいサイドキー
です。

手にしたときの握りやすさ、
フィット感を高めた背面形状
です。

聞く場所がわかりやすい受話
口はあんしん感のある大きめ
のデザインに仕上げました。

さりげなく輝く
深みのあるネイビー

高級感漂う
マット調のゴールド

やさしさのある
淡い色合いのピンク

側面部には握り心地がよく
滑りにくい加工を施しました。

押しやすい、大きな
ホームボタンを配
置しました。

金属調の質感が高級感を演出。 ガラスのような深みの
ある質感。

ネイビー

ピンク

ゴールド

ゴールド・ピンク ネイビー
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初めてでも確実に操作ができるよう
「触れる」と「押す」の違いをしっかりと
区別する新構造タッチパネルを開発
しました。触れている箇所を画面がお
知らせ。さらにパネルを押し込むと、
まるでボタンのような押しごこちの振
動が指先に伝わり、操作したことが明
確にわかります。確実に入力できるの
であんしんして使えます。
※一部アプリは非対応です。

らくらくスマートフォンなら、本体を握る
手や指が画面の端にかかってしまって
も誤動作してしまうことはありません。
スマートフォンをしっかり握りながらあん
しんして操作することができます。

従来のスマートフォンではありがちな
操作ミスも、らくらくタッチパネルなら
あんしん。画面をなぞる操作（スクロー
ル）と、タッチ操作を明確に区別するの
で誤動作もありません。

不意に画面に触れてしまっても誤動作しない

うっかりタッチサポート

触ったボタンが青い枠で表
示されるので、触れている
ボタンを確認できます

ボタンを押すと指先に振動
が伝わるのでしっかりと操
作できたことがわかります

初めての方でも思い通りに使える初めての方でも思い通りに使える、  らくらくタッチパネル搭載。、  らくらくタッチパネル搭載。

触って確認 押して確定

入力時は押したいボタンを見ながら操作することが
多いので、ついボタンの下側を押しがちです。でも
「おまかせタッチ」なら、押したい箇所を自動で補正し
てくれるので、入力ミスが少なくあんしんです。

片手で操作する時の誤入力を防ぐ

おまかせタッチ

「触れる」と「押す」の違いをしっかり区別

新開発「らくらくタッチパネル※」搭載

しっかり操作が区別できるからあんしん！

反応しない

反応する

パネルの
押し込みで
入力確定

表示画面の
上下移動は
なぞるだけ

確実なタッチ操作を実現
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らくらくスマートフォンでは、
ボタンの大きさや、画面の見
やすさ、画面レイアウトなど、
さまざまな視点からメニューを
新たに開発しました。よく使う
電話やメール、電話帳はひと
目でわかる大きなボタンと
イラストでわかりやすく表示
しているのでスマートフォン
を初めて使う人でも、ひと目で
直感的に使えるメニューです。

やりたいことがひと目でわかるやりたいことがひと目でわかる、  わかりやすいメニュー画面。  わかりやすいメニュー画面。

らくらくホンで培ってきた知識と経験を、らくらくスマートフォンにも凝縮しました。

画面の切り替えや、拡大
などもかんたんです。

次に行う操作をお知らせ
します。

らくらくホンで培ったノウハウを凝縮

わかりやすさへのこだわり

やりたいことがひと目でわかる

使いやすさにこだわったタッチメニュー

ホーム画面

従来スマートフォン らくらくスマートフォン

メール入力画面 【原寸大】

ひと目でやりたい
操作がわかる

重要な情報は、画面の
目立つ位置に表示。

直感的に操作ができる、
わかりやすい画面です。

重要な情報を
見逃さない

かんたんな
タッチ操作を採用

迷わないよう
ハードボタンは1つだけ！

わかりやすい
大きなボタンと
イラスト表示！

文字サイズもはっきり見やすく！

理解しやすいメニュー内容！本当に必要な
情報のみを
大きく表示!

次の操作が
すぐにわかる

よく使う
機能

インター
ネット

その他の
機能
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さまざまな 機 能 が 直 感 的な
タッチ操作で、さらに使い勝手
が向上しました。また、これま
でのわかりやすい口語調の文
体、見やすい文字サイズなど、
従来の「らくらくホンシリーズ」
と変わらないメニュー画面もご
用意。好評のワンタッチダイヤ
ルも継承しています。
＊設定が必要です。

らくらくホンと変わらない使い慣れらくらくホンと変わらない使い慣れ　 たメニューと、かんたんな文字入力たメニューと、かんたんな文字入力。

使い慣れたメニューもあるからあんしん

らくらくホンと同じ使い慣れたメニューも用意

大きなボタン表示に加えて、ボタン間隔をしっか
り確保したことで誤入力を最小限に抑えます。
また、文字変換に定評のあるATOK®を採用。
快適な文字入力をサポートします。

わかりやすくて押しやすいからあんしん

大きいボタンとわかりやすい文字入力

入力した文字が
ポップアップ表示されます

お久しぶりです。

メールなどの文章を音声で
入力することができます。
口頭でメール作成が行える
ので便利です。

音声で文字を
入力することも可能

大画面を活用しての手書き
入力にも対応。漢字はもち
ろん、英字にも対応してい
ます。

文字入力は
手書きでもOK

画面に直接手書きで入力することもできます

音声入力ボタン

メニュー 待受画面

ワンタッチダイヤル
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楽しいサイトが満載

かんたんでわかりやすいdメニュー
ドコモのスマートフォン向け専用サイト
「dメニュー」を、らくらくスマートフォン用
に、よりわかりやすくしました。天気、
ニュース、コラムなど、気になる情報を大
きな文字で楽しめます。

毎日をより豊かにしてくれる

富士通おすすめサイト
グルメに、旅に、ショッピングに大活躍の、富士通おすすめサイトをそれぞれご用意。
かんたん操作でさまざまな情報を楽しめます。

らくらくスマートフォン専用ブラウザ搭載

わかりやすいインターネットページ閲覧
インターネットを楽しむためのブラウザも、らくらくスマートフォン用につくり変えま
した。どの画面にも「戻る」「進む」ボタンがあるので操作はかんたん。さらに、どの画面
にも検索ボタンがついているので、知りたいことをいつでも検索することができます。

すぐに調べられる
「検索」ボタン

わかりやすい
「戻る」「進む」ボタン

「終了」ボタンで
終了もかんたん

dメニューサイト例

dメニューに
接続

■ らくらくニッポン探訪

「旅」「食」を
中心に上質
で旬な情報
をお 届 けし
ます。

パソコンサイトが手軽に楽しめる、　かんパソコンサイトが手軽に楽しめる、　かんたんインターネット。たんインターネット。

グルメ 旅 ショッピング

わかりやすい
サブメニュー

＊インターネットのご利用にはspモードのご契約が必要です。spモードについてはP24をご参照ください。
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コメント投稿や、写真投稿、メッセージ交換などを通じて、たくさん
の人と新しい「つながり」をつくっていく、楽しさ広がるコミュニティ
サービスです。

らくらく　 コミュニティ

月額使用料無料！月額使用料無料！たくさんの人たくさんの人とつながる楽しさがとつながる楽しさが満　 載のらく載のらくらくコミュニらくコミュニティ。

たくさんの人から投稿
された旅先の写真や、
旅先であった出来事な
どを見ることができま
す。もちろん、自分で投
稿することもできます。

訪れたレストランの感
想を書いたり、旬の食
材を使ったおすすめの
レシピの情報交換をす
ることができます。

趣味の写真や、自慢の
写真など、思い思いの
写真を楽しむことがで
きます。1枚の写真につ
いてみんなで語り合う
こともできます。

ジャンルにとらわれず、
興味や関心のあること
を自由に投稿できます。

自分ならではの健康法
の紹介や、役に立つ健
康情報などを交換する
ことができます。毎日の
ウォーキング日記を公
開することもできます。

自分の投稿一覧や、コ
メント一覧を確認する
ことができます。

■同じ趣味の人との交流が深まる！
■インターネット上で友人ができる！

■たくさんの人のたくさんの写真が見られる！
■自分の意見をみんなに公開できる！　など

食

写真

健康

探訪

マイページ

らくらくコミュニティはこんなに楽しい！

旅
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らくらくスマートフォンから、らく
らくコミュニティへの行き方は、
たったの3ステップ。まずは、
ホーム画面にある「dメニュー」
を選択。次に「dメニュー」の中に
ある「らくらくニッポン探訪＆コ
ミュニティ」の「もっと見る」を選
択。その後「らくらくニッポン探
訪」のTOPにある「らくらくコ
ミュニティ」を選択するだけで辿
り着けるので、かんたんに楽し
むことができます。

使い方もシンプル、かんたん

らくらくコミュニティの使い方

はじめての方でも

あんしん・かんたんに使えます
「あんしん」だから、楽しい！

「かんたん」だから、便利！

通常のコミュニティサイトで
は、初期登録や初期設定の
方法が複雑になりがち。らく
らくスマートフォンなら、初
期登録も指定のメールアド
レスに、空メール（本文に何
も書かずに送るメールのこ
と）を送るだけ。その後、ニッ
クネームを登録すればすぐ
に始められます。

らくらくコミュニティをあん
しんして使ってもらえるよう、
コミュニティサイトは専門ス
タッフが24時間確認している
ので、投稿などもあんしんし
て行えます。最初の登録や設
定なども、とってもかんたん。
はじめての方でも気軽に始め
ることができます。

らくらくコミュニティだからできる

かんたん登録

マイページ

コミュニティページ

月額使用料無料！月額使用料無料！たくさんの人たくさんの人とつながる楽しさがとつながる楽しさが満　 載のらく載のらくらくコミュニらくコミュニティ。

ホーム画面の
「dメニュー」を選択

「dメニュー」内の「らくらく
ニッポン探訪＆コミュニティ」
の「もっと見る」を選択

STEP 1 STEP 2

空メールを送る

空メールを送ってニックネームを
入力するだけで登録完了

ニックネームの登録

各コミュニティの投稿などを見る
場合は見たいコミュニティを選択

自分の投稿一覧や、コメント一覧を
確認する場合は「マイページ」へ

らくらくコミュニティ画面

「らくらくニッポン探訪」内の
「らくらくコミュニティ」を選択

STEP 3

B

A

A

B

A

B

利用料無料！ 専門スタッフが
24時間確認！広告類は排除！

シンプルな
登録方法！

参加しやすい
テーマ別コミュニティ！

シンプルな
入力項目！
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スマートフォンでも楽しめる

ラジオ
各局のラジオ番組を、らくらくスマート
フォンを通して楽しむことができます。

手のひらで健康管理

歩数計 ～からだライフ～

趣味の楽しさ広がる

俳句・写真くらぶ
俳句・川柳・短歌およ
び写真をかんたんに
美しく創作できるア
プリです。ほかの利
用者がつくった作品
を人気順で見たり、
自分の作品をみんな
に見てもらったりす
ることができます。

枕元にらくらくスマートフォ
ンを置くだけで、手軽に睡
眠管理ができます。毎日の
睡眠状態から、よい眠りの
ためのアドバイスメッセージを提供します。

撮った写真をかんたんプリント

らくらく写真宅配便
らくらくスマートフォンで撮った写真をかんたんにプリント注文できます。操作も選んで
押すだけなので、かんたんに行えます。

ちょっとした息抜きに最適

ゲーム
頭の体操にも役立つパズルゲームや、お
馴染みのテーブルゲームなどをご用意。
どのゲームも、大きな文字でわかりやすい
画面です。

ほかにも魅力的なアプリがたくさん

その他のアプリ
らくらくスマートフォン用に見やすく
わかりやすくカスタマイズされたアプリ
を豊富にご用意しました。

ゲーム一覧

便利で楽しい、多彩なプリインス   トールアプリ。便利で楽しい、多彩なプリインス   トールアプリ。

ほかにも便利機能が満載

＊Continua規格準拠の機器に限ります。

＊場合によって通信を行うことがありますので、パケット定額サービスへの加入を強くおすすめいたします。

NHKラジオ第１（R1）・
ラジオ第２（R2）・NHK-FM（FM）

地上波民放ラジオを聴くことが
できるサービスです。

■ NHKネットラジオ

■ ナンバープレイス

■ 歩数・活動量
■ 高橋尚子のウォーキング・ランニングクリニック■ 脈拍測定

らくらく♪落語

■ 生活習慣病サポート（糖尿病・高血圧症）

■ ソリティア
■ 麻雀
■ 将棋

■ radiko.jpradiko.jp

睡眠ログ
歩数計機能を利用して、実
際に歩いた歩数から東海
道五十三次や四国八十八ヶ
所など、日本の名所を巡る
仮想の旅が楽しめます。

歩き旅コース

ご家族に、前日の歩数・活動量をメールで
毎日お知らせします。遠方に住むご家族
もあんしんです。

あんしん歩数メール
Bluetooth®通信を使って体組成計や血
圧計の測定値をかんたんに取り込めます。

健康機器連携

ドコモ地図ナビ らでぃっしゅぼーや

ナンバープレイス

L

2L

ご自宅へお届け！

＊本機種ではGoogle Play™からアプリをダウンロードする
ことはできません。またGmai l等、Google社が提供する
アプリはご利用になれません。

＊電池残量が充分なことをご確認のうえ本体を枕の近くに置いたままお休み
ください。慶應義塾大学 呼吸器内科／聖マリアンナ医科大学 循環器内科 協力

＊radiko.jpはご利用になるエリアにより聴取できる放送局
が異なります。

キレイな仕上がり！
美しさ長持ち！
高品質のフジカラー
プリントでお届けします。
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通話音声がより聞きやすくなった

受話専用スピーカー搭載
わかりやすい受話口と大音量の受話専用スピーカーを搭載。聞きやすい音量で歪みの
少ない受話音声を実現しました。

環境に合わせて聞きやすさを自動調整

響カット
音が反響する場所でもクリアな通話が
可能に。送話音声から反響音を削除し
て、相手に明瞭な音声を届けます。

視覚的に配慮した
わかりやすい受話口

6段階 8段階
［受話音量］

らくらくスマートフォンらくらくホン

ひびき
年齢に応じて聞きやすくする

あわせるボイス®2
あらかじめ入力した利用者の年齢や、選択
したサンプル音から、利用者の耳年齢に
応じた聞きやすい音質に自動補正します。

いつでもどこでも聞きやすさを自動調整

ぴったりボイス®
歩行中の動きを自動検知し、最適な通話音量に自動調整します。

人ごみでも聞き取りやすい

スーパーはっきりボイス3
周り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
て聞き取りやすくします。

相手の声がゆっくり聞こえる

ゆっくりボイス
相手の声をゆっくり聞こえるようにし、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。

クリアな声を相手に届ける

スーパーダブルマイク
２つのマイクを搭載し、周囲の騒音を検知すると、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ます。

聞きやすさにこだわった、基本機能。聞きやすさにこだわった、基本機能。

＊通話の際は、安全な場所に立ち止まってください。
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どんな場所でも見やすい

インテリカラー＆自動調光
蛍光灯、電球、太陽光など、環境に合
わせて液晶の色調や明るさを調整し、
常に最適な見やすさを実現します。

指紋がつきにくい

サラサラコートディスプレイ
画面には特殊表面処理を施したサラサラ
コートディスプレイを採用。指紋がつきにく
く汚れにくいので画面が見やすいです。

見やすさにこだわった

UDフォント
通常のフォントに比べて、濁点・半濁点や文字のはなれた部分を明確にしたことで、
読みやすさが格段に向上。見やすさにこだわり抜いたフォントです。
＊「UD」はユニバーサルデザインの略です。

すっきりとした
色味に自動調整

暖かい色味に
自動調整

室内の電球色屋外の太陽光

タッチパネルならではの大画面

約4インチの大画面液晶
約4インチの見やすい大画面液晶を搭載
しました。メニュー画面や、電話帳、メール、
メモ、インターネットなどを、より大きな文字
でらくらく確認できます。

【原寸大】

使用中の画面消灯を防ぐ

持ってる間ON
らくらくスマートフォンの傾きと揺れからユーザーが手に持っているかどうかを検知して
画面を点灯したままにします。ゆっくり操作をしても画面が消えてしまう心配もありません。

持っていない時は設定時間を過ぎると消灯持っている間は常時点灯

着信画面

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

通常のディスプレイ サラサラコート
ディスプレイ

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

見見やすやすさにこだわった、基本機能。さにこだわった、基本機能。
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表情豊かなメール作成もらくらく

かんたんデコメ
文章を入力してメニューから「かんたんデコメを使う」を選択すると、自動で華やかなデコ
メール®が作成できます。

メールがもっと楽しくなる

1000種類のデコメ絵文字®
絵文字が動くデコメ絵文字®にも対応。1000種類の中から、自分の気持ちに合った
絵文字を選択できます。

ドコモのメールアドレス（@docomo.ne.jp）が使え、絵文字やデコメール®にも対応
しています。

例文やテンプレートが豊富

かんたんなメール作成
らくらくスマートフォンでは、例文などを豊富にご用意。メールの文章を書き慣れていない
人でもかんたんにメール作成が行えます。

「楽しさ」「使いやすさ」が満載の   メール。「楽しさ」「使いやすさ」が満載の   メール。

例文を選択すると… 本文も自動で挿入される

通常画面 かんたんデコメ例1 かんたんデコメ例2

＊iモードの一部サービスはご利用になれません。＊ご利用には、「spモード」の契約が必要です。＊iモードの解約とspモード
契約のお申込を同時に行う場合に限り、iモードのメールアドレスの引継ぎが可能です。＊家族間無料メールには非対応です。
＊ご利用にはお申込みが必要です（月額使用料315円）。
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微妙な質感や細部まで美しく表現

約810万画素×高感度センサー×画像処理エンジン
裏面照射型CMOSセンサー「Exmor（エクス
モア） R® fo r  mob i l e」と、高感度・低ノイズ
と多彩な撮影機能を実現する画像処理エン
ジン「Mi l b eau t ®（ミルビュー） Mob i le」を
搭載。写真をキレイにすばやく撮影すること
ができます。

ねらった被写体にピントを合わせて撮影

タッチシャッター
フォーカスを当てたい対象に直接指でタッチ
するだけでピントを合わせてシャッターが切
れるタッチシャッター機能を搭載しました。

本体のボタンでも撮影できる

カメラボタン
押しやすいカメラボタンで撮影することも
できます。カメラの起動もカメラボタン長
押しでできます。

ちょっとした写真もすぐに送れる

撮影した写真をかんたんにメール送付
撮影後、確認画面から　　を選択するだけでかんたんに写真付きメールが送れます。
保存も保存ボタンを押すだけでかんたんにmicroSDカードに保存可能です。

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
撮影シーンをカメラが自動で判別し、最適なモードで撮影可能。QRコードの自動読み
取りにも対応しています。

撮りたいシーンを美しく残せる   カメラ。撮りたいシーンを美しく残せる   カメラ。

人物風景 夜景接写 QRコード

＊設定が必要です。

＊カメラキーからのカメラ起動は「ホーム画面」でのみ有効です。

送る
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アドバイザーが無料でやさしく使い方を教えてくれる

らくらくホンセンター
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。らくらくスマートフォン
では、センターにワンタッチでつながる専用ボタンを
ご用意。ちょっとしたことでも気軽に相談することが
できます。

操作方法をすぐに調べられる　

どこでもヘルプ
各機能に設置された□？ ボタンを押すだけで、らくらくスマートフォンのさまざまな使い
方をかんたんに調べることができます。

オペレーターが操作をサポートしてくれる

スマートフォンあんしん遠隔サポート™
スマートフォンの操作に困ったとき、らく
らくホンセンターのオペレーターが遠隔
で操作をサポート。オペレーターが遠隔
で利用者のスマートフォン画面を確認
し、操作が必要な位置に案内マークを
表示します※。

購入後もあんしんの、購入後もあんしんの、豊富なサ豊富なサポ　ート機能。ポ　ート機能。

らくらくホン
センターへ接続

※別途spモード（月額使用料315円）などのインターネット接続サービスのご契約が必要です。また、遠隔サポートにはパケット通信料が
かかります。＊本サービスはNTTドコモが提供するものです。詳しいお申込条件、ご利用料金、サポート範囲などについてはホームページ
でご確認ください。

月額料金 420円※
通話料

お申込み 必要

どこでもヘルプを
かんたんに呼び出す

こんな時に便利です！

■ 孫の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。

■ 着信音量を大きくしたい。など

無料！

やさしい言葉で
わかりやすく説明

インターネットに　
繋がらないん
ですけど…。　　

はい！ お調べ致します。

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
フリーダイヤル：0120-696-937
受付時間：午前9時～午後8時（年中無休）
＊一部のIP電話からは接続できない場合があります。

遠隔操作で
サポート
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携帯電話からの機種変更もらくらく

かんたんお引越し

※1：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。※2：らくらくスマートフォンにおいて、
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を意味し
ます。※3：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。

はじめてのスマートフォンへの機種変更でも、今まで使っていた携帯電話に蓄積された
情報をかんたんに引き継げる「かんたんお引越し」機能を搭載しました。microSDカード
を経由して一括でデータ移行できます。

安否情報の登録・確認ができる

災害用伝言板
大規模な災害時にらくらくスマートフォンで安否確認ができる災害用伝言板に対応。
震度６弱以上の地震などの大規模な災害が発生した場合に安否情報の登録や確認
ができます。

使用シーンがさらに広がる

防水＆防塵対応
防水（IPX5※1／IPX8※2）、防塵（IP5X※3）に対応
しているので、雨に濡れたり、水をこぼしても問題
なし。あんしんして使えます。

緊急情報をすばやくキャッチ

緊急速報「エリアメール®」
緊急地震速報や津波警報、国・地方公共団体が配信する災害・
避難情報を、回線混雑の影響を受けずに受信することができます。
対象エリアにいる場合は、月額使用料のほか通信料や情報料も
含め一切無料で利用できます。

■ 送受信メール

■ 電話帳

■ ワンタッチブザーの自動発信登録先

■ 通話履歴

■ ワンタッチダイヤルの登録先

■ アラーム■ スケジュール

■ ブックマーク

引越し可能なデータ

緊急時を周りに知らせる

ワンタッチブザー
緊急時に大音量のブザーを鳴らして
自分の居場所を周囲に知らせるワン
タッチブザーを搭載。登録した電話
番号に自動で電話を発信することも
できます。

購入後もあんしんの、購入後もあんしんの、豊富なサ豊富なサポ　ート機能。ポ　ート機能。



大きくて押し
やすいカメラ
ボタンです。
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お気に入りの写真を手軽に見られる

めくってピクチャー
トップ画面に、お気に入り写真を壁紙として複数
枚設定することができます。設定した写真は、横
スライド操作で切り替えたり、自動切り替えにし
てスライドショーのように楽しむことができます。

パソコンに写真をかんたんに転送

パソコン転送
らくらくスマートフォンに保存してある写真や動
画を、富士通のらくらくパソコン4などのWi-F i®

対応のパソコンに無線で手軽に転送できます。

残しておきたい画面を手軽に保存

「スクリーンショット」で画面を保存
今見ている画面を保存できる「スクリーンショット」を採用。サイドの「－」ボタンと「電源」ボタン
を同時に長押しするだけで残しておきたい画面をmic ro SDカードに保存できます。

メニューやメール内容などを読み上げる

音声読み上げ機能※1
らくらくホンでのノウハウを活かした、便利な音声読み上げにも対応。着信時の電話
相手や、メール本文はもちろん、設定や電話帳なども読み上げ対象です。

ほかにも、多彩な便利機能。ほかにも、多彩な便利機能。

ワンタッチダイヤル機能で、
かんたんに登録相手に電話をかけられます。

電源ボタンもわかり
やすい日本語表記です。

ダブルマイクでクリアな声を
相手に届けられます。

大きくて、わかり
やすい表示のサ
イドボタンです。

聞く場所がわかりやすく、
聞き取りやすい受話口です。

ワンタッチブザーで緊急時に
大音量のブザーを鳴らせます。

明るさを検知して、自動で
液晶の輝度を調整します。

スマートフォンスマートフォンになってもになっても変わらない価値変わらない価値

【原寸大】
読み上げ対応機能

■ 着信時の名前読み上げ
■ メール
■ 電話

■ 設定※2
■ 文字入力
■ メニュー

■ 電話帳
■ ホーム
■ 待受画面

メールを使う…

※1：らくらくホンと同じシンプルメニューのみ読み上げに対応。※2：一部のみ対応。

＊設定が必要です。

らくらくパソコン4＊らくらくパソコン4に関するお問い合わせ先
＜富士通株式会社＞　購入相談窓口：0120-719-207 
（受付時間：平日 午前9時～午後9時、土・日・祝日 午前9時～午後5時）
富士通製品情報ページ　http://www.fmworld.net/fmv/rakuraku/

＊パソコンに「スマホ受信」または
「F-LINK」のインストールが必要です。
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インターネットをあんしんして使インターネットをあんしんして使　える料金プラン。える料金プラン。

1日あたりの使用目安（500MB/月 相当）※8

写真付きメール ５通
（2MB/通 想定）

インターネット 20分
（300KB/ページかつ、
 1ページ/分 想定）

パケット定額サービス

2,980円/月

プロバイダ

315円/月

料金プラン（基本使用料）

780円/月

タイプシンプル
バリュー※4

 （無料通信分なし）

基本使用料割引サービス

基本使用料50%OFF

ファミ割MAX50※5 らくらく
パケ・ホーダイ※1 spモード

＊別途spモード（315円/月）の契約が必要です。

待受が多い方なら、
通常のドコモ スマートフォンより 2,479 円/月もおトク！※7

ご利用イメージ

気軽に楽しめるあんしんの定額料 2,980円/月！
※3

らくらくスマートフォンなら 4,076円/月  ～※6

対応
※2

※1：「らくらくパケ・ホーダイ」をご契約の場合、spモード通信以外の以下のパケット通信はご利用になれません（他機種に
ドコモminiUIMカードを差し替えた場合でも、以下のパケット通信はご利用になれません）。［ご利用になれない通信］●i
モード通信 ●iモードフルブラウザ通信 ●パソコンなどの外部機器を接続した通信 ●spモード以外のAPNを利用した通
信 など ※2：「月々サポート」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。 ※3：一度でもらくらくスマート
フォン（F-12D）以外の機種を利用してパケット通信した場合、当月の定額料は5,460円/月となります。 ※4：FOMA対象機
種を｢バリューコース｣でご購入の契約回線などが対象です。 ※5：契約期間2年単位で自動更新となり、更新後を含む契約期
間内に解約された場合は解約金9,975円（※契約満了月の翌月除く）がかかります。 ※6：別途通話料、付加機能使用料、ユ
ニバーサルサービス料などがかかります。 ※7：「タイプシンプル バリュー」「ファミ割MAX50」「パケ・ホーダイ フラット」「sp
モード」の組み合わせとの比較。 ※8：当月ご利用のデータ量が500MB（4,096,000パケット）を超えた場合、当月末まで
通信速度が送受信時最大128kbpsになります（2012年9月30日までは、当月ご利用のデータ量が500MB（4,096,000パ
ケット）以降も通信速度が送受信時最大128kbpsになりません）。なお、2012年10月以降で速度制限を解除したい場合
は、他パケット定額サービスに変更（変更後のパケット定額サービスの料金が別途必要）いただくことで、通常速度にてご利
用になれます。変更後に再度「らくらくパケ・ホーダイ」をご利用になる場合は、別途お申込みが必要となります。 
＊FOMA新料金プランをご契約の方が対象です。＊国際ローミング中のパケット通信、ショートメッセージサービス、音声通
話、デジタル通信（テレビ電話・64Kデータ通信）などは、定額対象外となります。＊実際のご請求額は個々の税抜額の合計
から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。税込額については小数点以下を切り捨てて表記しておりま
す（通話・通信料は除く）。＊基本使用料の割引額については10円未満を四捨五入しています。

待受が
多い方向け

らくらくスマートフォン向けパケット定額サービス

らくらくパケ・ホーダイ※1登場！
らくらくスマートフォンを、よりあんしん・快適に楽しんでもらえるよう、新たなパケット
定額サービス「らくらくパケ・ホーダイ」をご用意。従来のパケット定額プランに比べて
はるかに月額料を抑えた、スマートフォンデビューにふさわしい、うれしい料金プランです。

＊「らくらくパケ・ホーダイ」の対象となる通信を実際に利用しない場合でも、「らくらくパケ・ホーダイ」の定額料2,980
円/月がかかりますのでご注意ください。＊「らくらくパケ・ホーダイ」の定額料2,980円/月（らくらくスマートフォン
（F-12D）以外の機種でパケット通信をした場合は5,460円/月）は、ご利用日数にかかわらず日割りで計算いたしません。
＊「らくらくパケ・ホーダイ」ご契約の場合、「2か月くりこし」、「ファミリー割引」・「ビジネス通話割引」・「オフィス割引」
内の共有はパケット通信料には適用されません。ただし、国際ローミング中のパケット通信（「海外パケ・ホーダイ」対象
事業者を利用したパケット通信料は除く）などには適用されます。

 ご利用料金についてのご注意

＊ネットワークの混雑状況によって、通信が遅くなる、または接続しづらくなることがあります。また、特にご利用の多いお客
さま（当日を含む直近3日間のデータ量が約300万パケット以上）は、それ以外のお客さまと比べて通信が遅くなることがありま
す。なお、一定時間内または1回の接続で大量のパケット通信があった場合、長時間接続した場合、一定時間内に連続で接続
した場合は、その通信が中断されることがあります。＊spモードメールは1日あたり1台から送信できる通数を1,000通未満
としています。＊「らくらくパケ・ホーダイ」廃止日当日から廃止日翌日にかけてネットワーク接続状態が維持される通信は「ら
くらくパケ・ホーダイ」の適用対象外となりますので、廃止日当日の24時前に電源を落とし、廃止日翌日にご利用機種の再起
動を必ず行ってください。＊【国際ローミング中のパケット通信について】「らくらくパケ・ホーダイ」契約者が「海外パケ・ホー
ダイ」適用対象国・地域の通信事業者を利用したパケット通信を行う場合、「海外パケ・ホーダイ」の料金が適用されます。

 ご利用にあたってのご注意らくらくパケ・ホーダイなら毎日これだけ使いホーダイ！※8

お申込み受付窓口はこちら
1.電話受付

2.ドコモショップなどでお申込みください

ドコモの
携帯電話からの場合… （局番なし）115511（無料）

一般電話
からの場合… 0120-800-000
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かんたん、手軽に声のメッセージ　

声の宅配便
相手へのメッセージを録音して"声"で送ることができます。メッセージは、
相手が聞きたいときに聞くことができ、メッセージが再生されたことも確認
できるのであんしんです。

危険なウイルスをチェックする

あんしんスキャン
さまざまなルートで侵入するウイルスをチェック（検出）したり、サイト
アクセス時に危険なサイトへのアクセスを注意喚起することで、
らくらくスマートフォンをあんしんして利用できるサービスです。

ドコモの最新サービドコモの最新サービス・機能にも、  しっかり対応。・機能にも、  しっかり対応。

あんしんスキャンの特長

❶ 定期的に自動でスキャン！
❷ 新しいウイルスに対応！
❸ ＜新機能＞セーフブラウジングでさらに安全に！※

＊FOMAどうし（一部対象外となります）でのみご利用になれるサービスです。＊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。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（Xiカケ・ホーダイは除く）が適用され
ます。＊メッセージが再生された場合、メッセージを録音したお客さまに対して、メッセージが再生された旨を通知するSMSが送信さ
れます。再生通知SMS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。＊国際ローミングサービス中はご利用にな
れません。ただし、お客さま宛のメッセージをお預かりすることは可能です。＊詳しくはドコモのホームページでご確認ください。

お申込み 不要！ 月額使用料 無料！ お申込み 不要！ 月額使用料 無料！

※セーフブラウジングは、2012年9月30日までにて無料でご利用できます。無料期間終了後は、ドコモが別途提供予定の有料サー
ビスへのお申込みによりご利用になれます（210円/月額予定）。セーフブラウジングは、ドコモが別に定める携帯端末の標準ブラ
ウザでのみご利用になれます。＊McAfee,Inc.またはその関連会社が提供するアプリケーションをダウンロードする必要があります。
＊アプリケーションのダウンロード、ウイルス定義ファイルの更新その他危険サイトの照会などには、パケット通信料がかかります。
＊すべてのウイルスその他セキュリティへの脅威の検出・駆除や危険なサイトの検知を保証するものではありません。

お申込み 不要！ 月額使用料 無料！

声の
宅配便
センター

❶声の宅配便センターに
メッセージを録音

❹メッセージが再生
されたことをお知らせ ❸メッセージを再生

❷メッセージが届いて
いることをお知らせ

10時頃に
帰ります。

10時頃に
帰ります。

再生

SNS録音

SNS

送信者 受信者

話しかけるだけで操作ができる

しゃべってコンシェル
して欲しいこと、知りたいことを、らくらくスマートフォンに話しかけるだけ
で、その意図を理解し答えてくれる、無料の音声認識コンシェルジュサー
ビスです。メールをするときや、電車の乗り換え情報、近くのおすすめ
レストランを調べるときなどに便利です。
＊ご利用にあたり、「しゃべってコンシェル」アプリのインストールが必要となります。＊「しゃべってコンシェル」機能のご利用（アプリ
のダウンロード、バージョンアップを含む）には別途パケット通信料がかかります。＊ご利用状況によっては、意図しない認識結果や
動作となる場合があります。＊詳しくはドコモのホームページをご確認ください。

※1：iDおよび楽天Edyなどの一部おサイフケータイ対応サービスのみご利用になれます。※2：対応プロファイル：HID／OPP／SPP／
HSP／HFP／A2DP／AVRCP／HDP／PBAP／ANP／PASP／HTP／FMP／PXP／TIP）※3：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最大384kbpsの
通信となる場合があります。ＦＯＭＡハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。

【 対応「○」、非対応「ー」】ドコモサービス対応表

おサイフケータイ※1

防水

ワンセグ

〇

IPX5/8等級

〇

赤外線通信

Bluetooth※2

通信速度※3

Wi-Fi（無線LAN）

WORLD WING®

緊急速報
「エリアメール」

〇

〇

14Ｍｂｐｓ/5.7Ｍｂｐｓ

〇

  クラス４
（３Ｇ〇、３Ｇ８５０〇、ＧＳＭ〇）

〇

オプション

○電池パック F25　○リアカバー F74　○卓上ホルダ F38　○取扱説明書(かんたん操作ガイド F-12D）　
○らくらくスマートフォンをお使いになる前に　○microSDカード（2GB／試供品）

○電池パック F25　○リアカバー F74　○卓上ホルダ F38　○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　○FOMA充電microUSB変換アダプタ T01　
○PC接続用USBケーブル T01　○ACアダプタ F05／F06　○FOMA ACアダプタ 01※1／02※1　
○FOMA海外兼用ACアダプタ 01※1　○FOMA DCアダプタ 01※1／02※1　○車載ハンズフリーキット 01※2　
○車内ホルダ 01　○FOMA乾電池アダプタ 01※1　○キャリングケースL 01　○microSDメモリーカード（64M/P）　
○microSDメモリーカード（64M/San）　○ワイヤレスイヤホンセット 02／03　○骨伝導レシーバマイク 02　
○FOMA 補助充電アダプタ 02※1（充電量○※3）　○キャリングケース 02　○ポケットチャージャー 01（充電量○※3）　
○ACアダプタ 03　○海外用AC変換プラグCタイプ 01※4　○microUSB接続ケーブル 01※4　○DCアダプタ 03　
○ポケットチャージャー 02（充電量◎※3）

■本体付属品

■オプション品

＊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：FOMA充電microUSB変換
アダプタ T01と併用で使用可。※2：Bluetoothで接続可。※3：◎：端末への充電量が満充電可能。○：端末への充電量が60％以上可能。
※4：端末と接続するには、ACアダプタ03との接続が必要です。

ドコモminiUIMカードでのみご利用になれます。ドコモUIMカード（FOMAカード）ではご利用になれません。なお、ドコモminiUIMカードは、対応機種
以外ではご利用になれないほか、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になれなくなる場合があります。
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スペッスペック/ク/オプオプショション

主な仕様

サイズ（H×W×D）
質量

連続通話時間
　　　　　　　　3G　　　

　　　　　　　　　　　　　　GSM

連続待受時間
　　　　　　　　3G

　　　　　　　　　　　　　　GSM
電池容量
ディスプレイサイズ

カメラ
　　　　　　　　　 　　アウトカメラ

　　　　　　　　　　　　　　インカメラ

CPU
メモリ
OS
　　　　　　　　　　　　　　防水／防塵
その他機能　　　　　　　　　GPS
　　　　　　　　　　　　　　Wi-Fi

約130×64×10.9mm
約138g
約350分
約380分
静止時：約460時間
静止時：約320時間
1800mAh
約4.0インチワイドVGA(480×800)
約810万画素 CMOS
約32万画素 CMOS
1.4GHzシングルコアCPU
RAM1GB／ROM4GB
Android4.0
◯（IPX5／8、IP5X）
◯
IEEE802.11b/g/n

［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。
●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-12D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。●リアカバーやキャップ（外部接続端子カバー）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。
［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。●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、リアカバー裏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。●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、リアカバー裏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、部品の交換をおすすめします。部品の交換はF-12D本体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〉

端末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。

Bluetooth機能が使用する周波数帯
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。

Wi-Fi機能が使用する周波数帯
①2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
②DS/OF：変調方式がDS-SS方式、OFDM方式であることを示します。
③4：想定される与干渉距離が40m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可能であることを意味します。
＊航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

〈Bluetooth/Wi-Fi（WLAN）の周波数帯について〉

【Bluetooth/Wi-Fi（WLAN）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/Wi-Fi（WLAN）機器との電波干渉について】
Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g/n）は同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、Bluetoothを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、
通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。●らくらくスマートフォン本体やワイヤレス接続するBluetooth
機器は、無線LANと10m以上離してください。●10m以内で使用する場合は、ワイヤレス接続するBluetooth機器の電源を切ってください。

2.4 FH 1

①   ② ③

④

2.4 DS/OF 4

①   ②    ③

④
　本カタログの内容は2012年7月現在のものです

TEL 03-3570-6064

お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉 

＊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

115511（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。

ご利用にあたってのご注意

●らくらくスマートフォン本体、電池パック、ACアダプタ、ドコモminiUIMカードなどのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●ら
くらくスマートフォンはiモード機能（iモードメール、iモードのサイト（番組）への接続、iアプリ®など）には対応しておりません。●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。●連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態で使用できる時間の目安であり、連続
待受時間は、電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。画像の撮影や編集、ワンセグの視聴、メールの作成、メディアプレーヤー、Bluetooth機能
の使用、データ通信などによって、通話（通信）・待受時間は、短くなります。●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。●電池パックの充電状態、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、または弱い）などにより、通話（通信）・待受時間が半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。●お客様ご自身でらくらくスマートフォン
本体、ドコモminiUIMカード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。情報内容の変化・消失に関し、当社は何らの義
務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。●らくらくスマートフォンは、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバ
ーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、動画の視聴などを行うと、大量のパケット通信が発生します。このため、
「パケ・ホーダイ フラット」などのパケット定額制サービスのご利用を強くおすすめします（なお、「パケ・ホーダイ フラット」ご契約の場合、短期間で上限額に達しま
す）。●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、まれにお客様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。
●日本国内においては、ドコモの提供するFOMAネットワークサービス以外ではご使用になれません。●ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。●
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。●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。

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部

＊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。

【らくらくスマートフォンの操作および本カタログのお問い合わせ先】

◎「iモード」「デコメール」「デコメ絵文字」「デコメアニメ」「スマートフォンあんしん遠隔サポート」「エリアメール」「WORLD WING」「おサイフケータイ」「FOMA」「声の宅配
便」および「ドコモ地図ナビ」ロゴ、「エリアメール」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。◎「Exmor」「Exmor R for mobile」および「Exmor R for mobile」ロゴ
はソニー株式会社の登録商標または商標です。◎Androidは、Google Inc.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。◎Wi-Fi、
Wi-Fi Alliance、Wi-FiロゴおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Alliance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
あり、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。◎「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。◎「ぴったりボイス」
「あわせるボイス」「Human Centric」は富士通株式会社の登録商標です。◎「ヒューマンセントリック」および「ヒューマンセントリックエンジン」は富士通株式会社の商標
です。◎microSDおよびmicroSDロゴはSD-3C,LLCの商標です。◎その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

受付時間　午前9：00～午後8：00（年中無休）

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。 ご提供ください

DC0299

＊番号をよくお確かめのうえおかけください。

2012.7



大画面を楽しもう。
らくらくタッチ操作でスマートフォンデビュー
大画面を楽ししもう。
らくらくタッッチ操作でスマートフフォォンンデデビュー




