
FOMA F705i 商品カタログ



防水ケータイに、世界最薄※という美しさを。

防水性能のこだわりはそのままに、

F704 iに比べて約4.2mm薄くなった、

スーパースリムな防水ケータイ。それが、F705iです。

さらに、37灯のホワイトLEDや、

多彩なイルミネーションを採用するなど、

魅せるケータイとしてのこだわりも充実。

美しさを追求した世界最薄防水ケータイが、

あなたの毎日を華やかに演出します。

スーパースリムボディに
優れた防水性能（IPX5※1／IPX7※1）を搭載

防水ケータイ世界最薄※の13.7mmを実現

◯雨の中で傘をささずに通話できます（1時間の雨量が20mm程度）。

◯洗面器などに張った静水につけて、ゆすりながら汚れを洗い流せます。

◯プールサイドで使用できます※2。

◯お風呂で使用できます※3。

優れた防水性能はそのままに、約13 . 7mmという薄型化に成功した

F705i。防水性能だけでなく、ケータイのデザイン性も大切に考えました。
※2007年12月17日現在。富士通調べ。

13.7mm

※防水ケータイにおいて。2007年12月17日現在。富士通調べ。

Y U K I G U N J Y O S A K U R A

※1：IPX5とは、F705iを設置したターンテーブルを回転させた状態で、2.5m～3mの距離から最低3分間12.5L／分の直接噴流をあてた後に、電話機としての機能を有することです。IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに
F705iを静かに沈め、30分間放置後に取り出した時に、電話機としての機能を有することです。※2：プールの水がかかった場合は所定の方法で洗い流してください。また、プールの水に浸けたり、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
※3：温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。また、湯船に浸けたり、水中で使用しないでください。故障の原因となります。

＊画像はイメージです。



さまざまなシーンで役立つクイックズーム

受信メール閲覧時にワンタッチの簡単操作で本文表示の拡大・縮

小が8段階で行えます（1キー：縮小、3キー：拡大、2キー：元サイ

ズ）。周囲の視線が気になる場所では、いつもより文字を小さくして

メールチェックすることもできるので、のぞき見防止をはじめ、さま

ざまなシーンで役立ちます。

楽しさ満載の新着アニメをご用意

電話やメールの新着通知を、アニメーションが楽しくお知らせしま

す。また、設定によってアニメーションの種類で誰から来たのかの確

認も可能。さらに、閉じている時はサイドキーを押して背面表示パ

ターンでも相手を確認できます。

自分らしさを演出できるパターンクリエーター

37個のLED点灯パターンを自分で作れるiアプリ「パ

ターンクリエーター」をプリインストールしました。

手軽に作れる「かんたんテロップ作成」「かんたんパ

ターン作成」と、凝ったパターンを作れる「マニュア

ル作成」の3メニューをご用意。自分だけのオリジナ

ルパターンを楽しめます。

多彩な表情を作り出すフローティングサイン

何もないところから浮かび上がる37個のLEDを使ったフローティン

グサインが、時刻や情報を表情豊かにお知らせします。閉じたままで

も楽しいパターンで着信相手をお知らせしたり、誰からの新着情報

かを確認できたりするなど、使い方は多彩。さらに、60種類の開閉パ

ターンが楽しさを演出。また、各カラーのパネル色によって異なった

色味を表現したりなど、便利さ、美しさにこだわりました。

50種類のカラーを楽しめるフローティングイルミ

多彩なイルミネーションカラーを楽しんでもらえるよう、50種類のフ

ローティングイルミをご用意しました。開閉時はもちろん、新着通知が

あった場合なども、さまざまなカラーLEDがケータイを美しく演出。毎

日の気分に合わせてカラー選びを楽しめます。

通話中お互いの声を自動で聞き取りやすくする
「スーパーはっきりボイス」＆「はっきりマイク」

お互いの声が聞き取りづらい時も、F705iなら安

心。周囲の騒音レベルに合わせて、お互いの声

を自動で強調するので、騒がしい街中などでの

会話も快適に楽しめます。お買い上げ時にON

になっているため、設定の必要もありません※。

※通話中にON／OFFの切り替えができます。

自分の気持ちがいっそう伝わる
メールを彩る充実のコンテンツ

「嬉しい」や「悲しい」など、さまざまな気分に合わせたデコメール®

テンプレートを50種類ご用意。さらに、デコメピクチャ（80種類）や

デコメ絵文字（500種類）もとっても豊富。自分の気持ちが、より相

手に伝わります。

U S E F U L  F U N C T I O N I L L U M I N A T I O N

2.7 inch
フルワイド
QVGA液晶

＊画像はイメージです。

メール受信のパターン例 時計表示例

開閉パターン例

流れるような動きで新着をお知らせします

オリジナルのパターン例キー

キー

キー

キー

原寸大 原寸大 原寸大

＊Character  Design(moi moi) : Yoshida Yoshie

電話着信のパターン例

8ドット 20ドット 36ドット



さらに進化したプライバシーモード®

ケータイあんしんパック

プライバシーモードとは、指定人物やグループに

関する情報（電話帳や着信、送受信メールなど）を

ワンアクションで非表示にできる安心機能。さら

に、設定した相手からの新着通知は自分だけがわ

かるように、あらかじめ設定した電池アイコンの表

示切替でお知らせ。ユーザーのプライバシーを大

切に考えました。

いざという時の2つのあんしん機能

◇イミテーションコール

◇ワンタッチアラーム

サイドキーを長押し※するだけで、まるで電話がかかって通話してい

るようなフリをすることができるから、暗い夜道などで不安な時も自

然に誰かとつながっているようにふるまうことができます。
※あらかじめ設定が必要です。

あらかじめ設定しておくことにより、約100dB（デシ

ベル）※の大音量のアラーム音を鳴らすことができ

ます。ひと気のない場所で自分の居場所を知らせた

り、周囲の注意を引きつけたりするのに便利です。
※端末スピーカーから、10cm離れたところでの音量です。
＊ワンタッチアラームは、周囲の注意をこちらに向けるためのもので、犯罪防
止や安全を保証するものではありません。

電話帳データを手軽にセンターへ
バックアップできます。紛失・取替時
のデータ復元に便利です。

置き忘れや紛失時などに、ドコモに
連絡するだけで、ケータイをロックす
ることができます。

「電話帳お預かり®サービス」に加え、「おまかせロック®」 

などをサポートした便利でおトクなセットです。
＊F705iは「ケータイお探し®サービス」は非対応です。2007年12月現在。

使い分けに便利な2in1®

1台のケータイで2つ目の電話番号とメールアドレ

スを持てる2in1は、相手や利用シーンに応じて切

り替えて使え、異なる「モード」の電話帳・メールな

どのデータを参照できないなど、セキュリティ性の

高いサービス。Fならではの開閉ロック※などと併

用すれば、より強固なセキュリティを確保できます。

※サイドキーはロックされません。

世界で使える「WORLD WING®（3G）」対応

F 7 0 5 i は、国際ローミングサービスである

「WORLD WING（3G）」に対応。世界51※の国・

地域で、普段使っているケータイ番号・メールア

ドレスをそのまま海外で使うことができます。

※3Gネットワーク対応国において。2007年12月19日現在。

「DCMX®」＆「iD®」をプリインストール

ケータイクレジットがすぐに使えるよう、

「DCMXクレジットアプリ」と「iD 設定アプリ」を

プリインストール。チャージレスでお買い物を

楽しめます。

多彩なミュージック機能に対応

ケータイひとつで楽曲を好きなだけ定額ダウンロードできる「う

た・ホーダイ™」や、「着うたフル®」対応はもちろん、WMA※にも対

応しているので、ナップスター®ジャパンが提供する定額制音楽

サービス「Napster  To Go」を楽しむことも可能です。
※PCのOSとWindows Media® Playerは、次のバージョンの組み合わせで使用することをおすすめします。
【OSがWindows XP Service Pack2以降の場合】Windows Media® Player 10（10.00.00.3802以降のバージョ
ン）またはWindows Media® Player 11
（11.0.5721.5145以降のバージョン）【OS
がWindows Vistaの場合】Windows Media® 
Player 11（11.0.6000.6324以降のバージョン）

＊画像サイズ：電話帳用／96×72、Sub -QC I F／128×96、QC I F／176×144、縦長QVGA／
240×320、待受用／240×432、縦長VGA／480×640、横長VGA／640×480、SXGA／960×1280

撮影をより楽しめるカメラ機能

有効約130万画素の高感度CMOSカメラに、最大

32段階16倍リニアズームや、薄暗い場所でも明

るく撮れるナイトモード、静止画手ぶれ補正な

ど、多彩な撮影機能を搭載。また、カメラの近くに

赤外線ポートを搭載したことでデザインもすっき

りとしました。

賢いATOK®と学研の辞典を搭載

文字入力にはATOK&AI推測変換を継承。ひと

つのボタンでカナ・英・数を切り替えられたり、

同音語を変換し分けたりと便利です。また、調

べ物に役立つ学研の辞典を搭載。「今日は何の

日」「今日の歴史」辞典を初搭載しました。

富士通iモードサイト「@Fケータイ応援団」

オリジナルデザインのきせかえツール®や、人

気イラストレータの待受画像、iアプリゲームな

ど、ケータイライフが楽しくなるコンテンツをす

べて無料※でダウンロードすることできます。
※別途パケット料金がかかります。

詳しくはサイトにアクセス！（2007年12月17日現在）

＊機種によってご利用いただけないコンテンツがございます。＊アク
セス方法は予告なしに変更されることがあります。

S E C U R I T Y B A S I C  F U N C T I O N

　＊「着うたフル」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。　＊掲載のステレオイヤホン（ATH-CK1 WH）は別売です。撮影協力：株式会社オーディオテクニカ　＊画像はイメージです。

メニュー／
検索

ケータイ電話
メーカー

＠Fケータイ
応援団Menu



 プリインストールiアプリ

ケータイ
脳力ストレッチング2パターンクリエーター

Fならではの便利なショートカット操作例

●受信メール（最大1000件※5※6 約9.8MB）
●送信メール（最大200件※5※6 約2.8MB）
●受信／送信メール自動振り分け・
設定可能条件数（最大30件）・振り分け条件（6種類）
●同報送信（最大5アドレス）
●デコメールテンプレート（50種類）
●メール着モーション® 
●チャットメール 
●デコメ絵文字

メール関連機能

●デジタルズーム：静止画撮影（リニア最大32段階約16倍）・
動画撮影（デジタル最大8段階約16倍） ●パノラマ撮影 ●明るさ（5段階）
●フレーム：待受用、QCIF用、QVGA用(各6種類、計18種類）
●ナイトモード ●連続撮影※7（2～9枚） ●撮影モード：静止画撮影（11種類）・
動画撮影（6種類） ●バーコードリーダー（JANコード、QRコード［16分割対応］、
NW7コード、CODE39コード） ●動画撮影対応（MP4、ASF※8形式）
●動画撮影サイズ（Sub-QCIF、QCIF、QVGA）
●動画撮影種別（画像＋音声、画像のみ、音声のみ）
●動画保存件数※9（最大100件［iモーション®※10のダウンロード件数含む］）

カメラ関連機能 その他の機能

ディスプレイ

カメラ

各種充電器による
充電時間

約106×49×13.7mm（折りたたみ時）

約111g※1

約170分

約100分

約490時間※3

音声通話時

テレビ電話時

外形寸法（H×W×D）

質量

連続通話時間※2

連続待受時間※2

主な仕様

FOMA ACアダプタ

FOMA DCアダプタ

約2.7インチ262,144色
TFTカラー液晶（240×432ドット）

有効約130万画素CMOS

約120分

約120分

テレビ電話※4・iモード関連機能

※1：電池パック F12装着時の数値です。※2：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）の再生などを行っても通話（通
信）・待受時間は短くなります。※3：FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。※4：テレビ電話をご利用の際に自分の顔を相手に送信できません。※5：保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。※6：iモードメールとショートメッセージの合計件
数。※7：撮影した静止画は画像一覧では1画像扱いとなり、撮影順に自動的に切り替え表示されます。※8：品質がXQの場合、ASF形式で保存されています。※9：保存・登録した動画サイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。※10：プリインストールされているiモーション（1件）は含みません。※11：CCCD（コピーコ
ントロールCD）の取り扱いや、音楽データをWMAファイルに変換できない場合の対処については、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。WMAファイルはFOMA端末本体に保存できません。他のFOMA端末でmicroSDメモリーカードに保存されたWMAファイルはF705iで表示・再生されない場合があります。また、他
のFOMA端末でWMAファイルを転送したmicroSDメモリーカードを使用すると、MTPモードに切り替えてもPCで認識されないことがあります。これらの場合には、WMA一括削除を行うか、microSDメモリーカードを初期化してください。microSDメモリーカードを初期化すると音楽ファイル以外のデータもすべて削除されますのでご注意ください。

◎地域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：USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。※2：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。 ※3：F705i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。※4：F705i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。※5：日本国内で使用してください。

［ご使用にあたっての重要事項］　防水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がLOCK位置にあることを確認してから使用してください。 ●水中
でFOMA端末を使用（開閉、キー操作を含む）しないでください。 ●常温の水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
防水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。ドコモショップなどの窓口にお持ちください。
［注意事項］　●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。 ●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。F705iはIPX5の防水性能を有しておりますが、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。●付属品、オプション品は防水性能を有
しておりません。 ●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。 ●濡れている状態で絶対に充電しないでください。 ●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。 ●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。 ●FOMA端末は水に浮きません。 ●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。
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。
［充電のときには］　付属品、オプション品は防水性能を有していません。充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。 ●FOMA端末が濡れていないか確認してください。濡れている場合はよく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。 
●水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。 ●外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとキャップを閉じてください。外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して
充電することをおすすめします。 ＊FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。 ＊濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。 ＊ACアダプタ、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用してください。火災や感電の原因となります。 ＊ACアダプタ、卓上ホルダは、お風呂場、
シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

防水機能に関してのご注意

●電話帳：F705i本体（最大1000件※5［5番号5アドレス］）・
FOMAカード（最大50件［1番号1アドレス］）
●うた・ホーダイ ●スケジュール（最大300件）
●microSD™メモリーカード ●コンテンツ移行対応 ●着もじ®

●ミュージックプレーヤー（iモーション：再生約480分[音声のみ]、
着うたフル®[バックグラウンド再生対応]：再生約480分、
WMA※11[バックグラウンド再生対応]：再生約540分）
●赤外線通信／iC通信 ●自動時刻・時差補正 ●音声通話／テレビ電話切替
●FOMAプラスエリア ●iモード FeliCa ●きせかえツール®　●トルカ®（最大100件※5）

●キャラ電® ●テレビ電話：ズーム（最大12倍）
●テレビ電話：撮影効果（4種類） ●Bookmark（最大100件20フォルダ）
●画面メモ（最大100件※5）
●画像ダウンロード（最大1000件※5［静止画保存件数含む］）
●iメロディ®ダウンロード（最大500件※5） 
●iアプリダウンロード（最大100件※5 約15MB） 

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために
お客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・
メーカーを問わず上記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。
最寄りのドコモショップ窓口にお持ちください。

卓上ホルダはお客様から回収させていただいた製品のＡＢＳ樹脂
をリサイクルして製造しております。

MB05882007年12月現在

http://azby.fmworld.net/ｉ/

http://azby.fmworld.net/mobile/

最新の情報が欲しい！もっと活用したい！ AzbyMobile

ケータイ活用

FOMA端末、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。

安全に関するご注意

このカタログは、森林認証紙および大豆油インキを使用しています。

富士通は、省資源・省エネルギー化など、
環境面でも徹底したモノづくりをすすめています。

●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メモ
リー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。
●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。iモードの通信を行うと通話（通信）・待受
時間は短くなります。また通話（通信）やiモード通信をしなくても、iモードメールを作成したり、
ダウンロードしたiアプリを作動させると通話（通信）・待受時間は短くなります。
●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。
●日本国内ではドコモのFOMAネットワーク以外ではご利用できません。
●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」「iモード」「iモーション」「WORLD WING」「DCMX」「iD」「iメロディ」
「おサイフケータイ」「2in1」「うた・ホーダイ」「きせかえツール」「デコメール」「i
チャネル」「着もじ」「着モーション」「あんしんミッション」「電話帳お預かり」「おま
かせロック」「ケータイお探し」「パケ・ホーダイ」および「WORLD WING」ロゴ、
「DCMX」ロゴ、「2in1」ロゴ、「電話帳お預かり」ロゴ、「おまかせロック」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。
◎Mic r o s o f t、W i n d ows、Windows  V i s t a、W i n d ows  Med i aは、米国
Microso f t  Corpo ra t ion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。

◎microSDは商標です。
◎「着うたフル」「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。

◎「Napster」および「ナップスター」は、Napster ,LLC.の米国内外における登

録商標です。
◎「Gガイド」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。
◎「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
◎「プライバシーモード」は富士通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。
◎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。
◎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。

製造元 富士通株式会社 モバイルフォン事業本部

＊一般電話からはご利用できません。

（局番なしの）

　ドコモの携帯電話、PHSからの場合

お問い合わせ先〈DoCoMo インフォメーションセンター〉 ＊ダイヤル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。

　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。

［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〉］
＊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。

T E L  03-3200-3166

ご利用にあたってのご注意

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。F705i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

■ ZOOKEEPER DX F

■ 地図アプリ

■ ｉアプリバンキング

■ 楽オク出品アプリ2

■ iD 設定アプリ

■ DCMXクレジットアプリ

■ Gガイド®番組表リモコン

オプション（別売）本体付属品

■ FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※5

■ キャリングケースS 01

■ 骨伝導レシーバマイク 01※3

■ FOMA DCアダプタ 01／02

■ 車内ホルダ 01

■ 電池パック F12

■ リアカバー F25

■ 卓上ホルダ F22

■ FOMA USB接続ケーブル※1

■ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01

■ 電池パック F12

■ リアカバー F25

■ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ（試供品）

■ FOMA ACアダプタ 01／02※2

■ FOMA 乾電池アダプタ 01

■ FOMA 補助充電アダプタ 01

■ 平型スイッチ付イヤホンマイク P01※3／P02※3

■ イヤホンジャック変換アダプタ P001※3

■ 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※4／P002※4

■ 平型ステレオイヤホンセット P01※3

■ FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※2

■ FOMA 室内用補助アンテナ※5

■ クイックスケジュール

＋

数字4桁or8桁
電話帳／

スケジュールキー

■ お知らせタイマー

iモード／iアプリキー

ダイヤルキー 0～9
長押し：iアプリ起動
短押し：iモードサイト接続 セット時間数字1～60分 リダイヤルキー

＋

■ ツータッチサイト＆アプリ

＋

時刻や日付に対応する4or8桁の
数字でかんたんスケジュール登録！

セット時間数字（1～60分）＋
リダイヤルキーでタイマーセット！

2回のキー操作でサイトアクセス＆アプリ起動！ 
＊あらかじめ登録が必要です。

■ 卓上ホルダ F22


