


◆　スリムボディに先進の防水性能（IPX5※1／IPX7※2）を搭載

●バスタイムに、通話やメールはもちろん、ワンセグも快適に楽しめます※3。 ●キッチンでお料理中、濡れている手でケータイを操作したり、少々

の水はねがあっても大丈夫。 ●プールサイドでも、水濡れを気にせず安心して使用できます※4。 ●急な雨の中でも傘をささずに使用できます（1

時間当たりの雨量が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。

※1：IPX5とは、F706i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。※2：IPX7とは、常温で水道水、
かつ静水の水深1mのところにF706i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。※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。※4：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。

F906iに並ぶハイスペックを目指しました

※FOMAハイスピードエリアではベストエフォート方式による提供となり、最大約3.6Mbpsの通信速度とは、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。※実際にご利用いただく際の通信速度は、通信環境やネットワークなどの状況により変化します。

ドコモから、防水ワンセグケータイ登場。

防水ケータイの進化は、ついにワンセグ&フルブラウザ搭載へ。

クールなフォルムで魅せる約16.9mmのスリムボディに、

多彩な表情できらめくイルミネーションパターン。

さらに、FOMAハイスピード、2in1、ゆっくりボイスなどを採用し

F906iに並ぶハイスペックを目指しました。

バスルームで、プールサイドで、水濡れを気にせずメールや通話はもちろん、

ワンセグまで自由に楽しめる

防水ワンセグケータイF706i、いよいよ登場です。
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＊画像はイメージです。

□ 受信時最大約3.6MbpsのFOMAハイスピード※　□ 海外で使える「WORLD WING® （3G）」　□ 緊急速報「エリアメール®」　
□ 「デコメアニメ® 」　□ 「おサイフケータイ®」　□ 「ゆっくりボイス」　□ 「2in1®」　□ 「うた・ホーダイ™」　□ 直感ゲーム™
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DesignDesign

Crystal BlueCrystal Blue

Jewel WhiteJewel White Precious BlackPrecious Black
＊画像はイメージです。 0403 

Sparkling PinkSparkling Pink



05 06 ＊画像はイメージです。

白色LED片面 白色LED全面 フローティングサイン フローティングイルミ
バラエティー
［18パターン］

メッセージ
［10パターン］

アート
［20パターン］

フェイス
［12パターン］

縦
［10パターン］

表情豊かにきらめく多彩なイルミネーションパターン 気分に合わせて選べる50種類のフローティングイルミ

F705 iで好評だった、浮かび上がる37灯のLEDフローティングサインを継承しながら、さらなる

進化を遂げたイルミネーション。6灯の白色LEDによる全面照明や中央の3色LEDなど、ヒカリの

レイアウトを大幅にグレードアップしました。70種類の開閉パターンやパワーアップした新着アニメ

など、楽しい機能も満載。あなただけにわかるヒカリのパターンでメッセージをお知らせします。

自分だけのお気に入りのイルミネーションカラーを楽しんでいただけ

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。さまざまな

カラーできらめくヒカリが、ケータイの開閉や着信時のサインを美しく

演出。毎日の気分にぴったりのカラーを自在に選べます。

IlluminationIllumination



※掲載の卓上ホルダ F26、FOMA ACアダプタ 01は別売です。充電しながら長時間ワンセグを
視聴すると、電池パックの寿命が短くなることがあります。

卓上ホルダ F26を使用すると、見やすいスタイルでのワンセグ視聴が可能です※

簡単操作でワンセグが起動するスマートビューアスタイル

ストレスフリーで読みやすいワンタッチ拡大縮小表示

PC向けサイトもスムーズに閲覧できるFlash®8相当に対応

目覚ましワンセグでお気に入りの番組を起動予約 次の番組をお知らせするNEXT番組情報表示

長時間視聴にお勧めのワンセグECOモード

「タイムシフト再生」で大事なシーンも見逃さない

多彩なニーズに対応する便利な録画機能

＊画像はイメージです。　
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Full BrowserFull Browser1 Seg1 Seg NEW NEW

キー操作の自動切替で横方向でも
快適な操作性をキープ

ダイヤルキーによるワンタッチの簡単操作で、フルブラウザ利用中

の拡大縮小表示も思いのまま（1キー：縮小、3キー：拡大）。5段階の

スムーズな拡縮で、PC向けサイトの小さな文字もしっかり読めます。

ケータイの目覚まし機能を使いワンセグの起動予約が簡単にできま

す。目覚めてすぐに、お気に入りの番組を楽しむというスタイルも

F706iなら可能です。

現在視聴している番組情報とともに、次に放送される番組名や開始

時間が表示される便利な機能つきで、気になる番組を見逃す心配も

ありません。

ワンセグを長時間視聴したい場合に気になるのが電力。そんな時は、

消費電力を抑えたワンセグECOモードへの切り替えがお勧めです。

通常の視聴時間の約22%も延長することができます。

ワンセグ視聴時に電話着信があった場合も「タイムシフト再生」を使

えば、通話中に受信した映像を3分程度追っかけ再生できます。もち

ろん、早見再生にも対応。さらに、録画した映像なら、以前停止した

シーンから再生を開始できる「レジューム再生」など、充実の再生機

能でワンセグを楽しめます。

日時やチャンネル指定による通常の予約録画に加え、着信やメール

受信時でも録画を継続する「バックグラウンド録画」や「視聴中録画」

など、多彩な録画機能を搭載しています。

大きく見やすい約2.7インチのフルワイドQVGA液晶を搭載。フルブ

ラウザを快適に楽しめる横画面表示では、マルチカーソルキーの操

作方向も90度回転します。ケータイを縦にしても横にしても、直感的

なキー操作が可能（1キー：縮小、3キー：拡大）。ストレスのない使い

心地で、フルブラウザの快適性をさらに高めます。

＊録画可能時間：内蔵メモリ約34分、外部メモリ（microSDHC™／8GB）［別売］約42時間40分
＊1回あたりの録画は、録画データが2GBに達すると終了します。

＊ウェブサイトによっては、ご覧いただけない場合があります。＊iモードフルブラウザをご利用
の際のパケット通信料は「パケ・ホーダイ®」の対象外です。送受信データの容量が大きい場合
は、パケット通信料が高額になりますので、定額制「パケ・ホーダイフル」のご利用をお勧めしま
す。

ワンセグ&フルブラウザ搭載の防水ケータイF706i。その機能性と使

いやすさを追求し、たどりついたのが、スマートビューアスタイルで

す。背面パネルを180度回転しディスプレイを表に向けるだけの簡単

操作で、自動的にワンセグが起動※。別売の卓上ホルダ F26を使用す

れば、小型テレビのようなビューアスタイルが可能になります。優れ

た防水性能によりバスルームでも使用できるので、日常のあらゆる

シーンで自由自在なワンセグスタイルを楽しめます。

※お買い上げ時の設定となります。その他自動起動の設定は、通常待受画面やカメラ機能（静
止画撮影／動画撮影）に変更することもできます。＊FOMAカードが挿入されていない場合、
ドコモとのご契約を解約されている場合、またはFOMAサービスを利用休止されている場合
はワンセグを視聴することができません。＊ドコモとご契約中のFOMAカードを挿入していて
も、FOMAサービスエリア外である場合など、通信ができない状態でワンセグ視聴を繰り返す
と、ワンセグが起動できなくなる場合があります。その際は、FOMAサービスエリア内に移動
するなど、通信ができる状態で再度ワンセグを起動してください。＊ワンセグを視聴する時
は、ワンセグアンテナがワンセグの電波を受信します。

F706iは、Flash®８相当のコンテンツにも対応。さらに、FOMAハイス

ピード対応で、表示速度やサイト接続もスムーズ。PC向けサイトも快

適に楽しめます。
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ケータイにもしものことがあったときに役立つ、
3つのサポートをセットでおトクにしたサービスです。

万 一 の 紛 失 時 など に P C（ M y  
DoCoMo）からおおよその位置を検
索できます。

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。

安心のオートキーロック機能で
ケータイを置いたまま席をたっても大丈夫

いざという時に心強い2つの安心機能

【手ブレ補正】 【ナイトモード】

有効画素数が約200万画素にアップ！ さまざまな撮影を楽しめるカメラ機能

無操作状態で
一定時間経過すると

自動的に
ロックがかかります

LOCK ONLOCK OFF

UP

NEW

・イミテーションコール

・シーンに合わせて選べる
  サイレント着信を新たに追加 UP

UP

UP

＊ご利用には、シークレット属性電話着信動作を「サイレント着信」に設定する必要があります。

※最後に操作してから、設定時間経過後にキー操作を自動でロックします。

＊画像サイズ：QCIF（176×144）、縦長QVGA（240×320）、横長QVGA（320×240）、縦待受用
（240×432）、横待受用（432×240）、縦長VGA（480×640）、横長VGA（640×480）、縦長
SXGA（960×1280）、横長SXGA（1280×960）、縦長UXGA（1200×1600）、横長UXGA
（1600×1200）

Fシリーズ初となるオートキーロックを搭載したF706 i。操作をしな

いままで一定の時間※が経過すると自動的にロック機能が作動する

ので、ケータイを開いたまま、うっかりその場を離れてしまった場合

にも安心です。さらに、おサイフケータイなどのICカード機能をしっ

かりガードするICカードロック、ケータイを閉じるたびにロックがか

かる開閉ロックなど、Fならではの充実のセキュリティで、あなたの

プライバシーをしっかりと守ります。

さらに進化を遂げた
充実のプライバシーモード®

仕事先やプライベートでの特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プ

ライバシーモードが、さらに進化。便利で使いやすい新機能を追加し

て、より強固なセキュリティを実現しました。

あらかじめ電話帳でシークレット属性を設定した相手からの着信動

作を、シーンに合わせて設定できます。F706iでは新たに、着信音や

イルミネーションなどの通知なしで着信を継続するサイレント着信機

能を搭載。着信時の動作設定の幅がさらに広がりました。

・設定していることさえ隠す
  ステルス切替を搭載

＊ご利用には、プライバシーモード起動設定の［起動／解除］操作を「操作非表示」に設定する
必要があります。

F706iでは、これまでプライバシーモード解除時に現れていた認証画

面を非表示にできるステルス認証方式を採用。隠していることも隠し

たいというデリケートな気持ちに配慮しました。

暗い夜道の一人歩きなどで不安な時に役立つのが、イミテーション

コール。サイドキーを長押し※するだけで着信音が鳴り、まるで通話を

しているようなフリができます。F706iでは、起動時間設定のバリエー

ションをアップし、「すぐに鳴らす」のほか「10秒後」「30秒後」「1分後」

「3分後」から選択可能。より自然な通話のふるまいを実現できます。
※あらかじめ設定が必要です。

・ワンタッチアラーム

「まさか」に備えた安心機能を継承。サイドキーを長押しすることで、

約100dB（デシベル）※の大音量を鳴らすことができます。ひと気の

ない場所で自分の場所を知らせたり、緊急時に周囲の注意を引きつ

けるのに役立ちます。
※端末スピーカーから10cm離れた位置での音量です。＊ご利用には、あらかじめワンタッチ
アラーム設定を「ON」にする必要があります。＊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。

カメラの有効画素数が、従来の約130万画素から約200万画素にグ

レードアップ。高感度CMOSカメラのほか、最大32段階16倍リニアズー

ム、薄暗い場所でも明るく撮れるナイトモード、静止画手ブレ補正機能

など、便利な機能はそのままに画像の美しさをさらに向上させました。

NEW

ケータイあんしんパック

Security & CameraSecurity & Camera

＊画像はイメージです。　 1009 F706i新機能NEW F705iからの強化機能UP

設定した相手からの新着通知通常時

手ブレ補正なし 手ブレ補正あり ナイトモードなし ナイトモードあり

プライバシーモード
設定中に

マルチキーを押すと…

マルチ画面を表示。
カメラキーを押した後に

暗証番号を入力

プライバシーモード
解除

＋
暗証番号
入力
＋

［決定キー］

・自分だけにわかるプライバシー新着通知

プライバシーモード対象者からの新着通知は、あらかじめ設定した電

池アイコンの表示切替によりお知らせ。プライバシーを守りながら、

自分だけにわかるサインで特別な人からの着信の見逃しを防げます。



＊画像はイメージです。　F706i新機能NEW 121 1

「ゆっくりボイス」採用で
通話相手の声をさらに聞き取りやすく

新フォントの採用で見やすさも進化

Entertainment & UsabilityEntertainment & Usability

お気に入り充電ビューで
充電中も楽しさにこだわる

見やすさにこだわった
発信中／着信中画面の拡大文字表示

ステキな仕掛けがいっぱい新着アニメ UP

楽しいイメージで気持ちがもっと伝わる
デコメアニメ®＆デコメ®テンプレート

メールを楽しく演出できるデコメアニメ®に新たに対応し、テンプレートを

50種類プリインストールしました。さらに、F705iで好評だったデコメ®テン

プレート50種類も引き続き搭載。盛りだくさんのプリインコンテンツで、自

分の気持ちがさらに相手に伝わるコミュニケーションをお楽しみください。

NEW

NEW

NEW

iアプリメニューで
もっと自由に遊べるケータイ UP

UP

UP

「はっきりボイス」と「ゆっくりボイス」の機能が、「携帯電話向け音質向上

技術の開発」との項目で、2007年11月に第55回電気科学技術奨励賞を

受賞しました。本賞は、財団法人電気科学技術奨励会が、長年にわたって

日本の電気科学技術の発展に貢献した者に授与する賞です。

第55回電気科学技術奨励賞を受賞！

メールを彩るデコメ®絵文字
1000件をプリインストール

らくらくホンで好評を得た、相手の声の速度を落として通話ができる

「ゆっくりボイス」を新たに採用しました。「スーパーはっきりボイス」

と「はっきりマイク」も引き続き搭載。会話中の聞き直しの心配を軽

減します。

見やすさを追求し、らくらくホンで好評だった「丸ゴシック」フォント

を新たに標準フォントとして採用しました。ひらがなを若干小さく

し文字間に適度な空白を持たせることで、文章を読みやすくした目

に優しいフォントです。

充電中に楽しめるプリインFlashコンテンツを設定すれば、ビューア

スタイルで卓上時計のように活用できます。さらに、季節や時間に

よって変化するアニメーションで、充電中にも飽きることがありま

せん。また、お気に入りの写真や静止画を充電中専用画像として

スライドショーで楽しむことも可能です。

発着信画面の文字サイズが、さらに大きく見やすくなりました。文字サ

イズの設定を変更すれば、電話帳や発着信履歴も一緒に大きく表示

されます。自分好みのスタイルや見やすさに合わせて選択できます。

電話やメールの新着通知を、楽しいアニメーションでお知らせする

新着アニメを16パターンご用意。さらに、指定した相手からの新着回

数が一定以上になると、スペシャルな新着アニメが登場するステキ

な仕掛けを新たに搭載しました。

ケータイは、まるで小さなアミューズメントパーク。人気のゲームや

便利な機能など、プリインストールされた多彩なコンテンツでケー

タイの楽しみ方がさらに広がります。

・パターンクリエーター

37灯白色LEDの点滅パターンを自分で作れます。

こだわりに応じて「かんたんテロップ作成」「かんたん

パターン作成」「マニュアル作成」の3つのモード

をご用意。オリジナルパターンで自分らしさを演出

できます。

F705iの2倍となる1000件ものデコメ®

絵文字がプリインストールされていま

す。連続入力や履歴からの入力など、

使いやすさもしっかり継承しました。

UP

F705i 標準フォント F706i 標準フォント

F705i F706i F706i（拡大時）

・太鼓の達人4 F
流れる曲のリズムに合わせて太鼓を打つようにキー

を操作。遊びながら音感とリズム感が鍛えられる人

気ゲームのモバイル版です。

・モバイルスポーツ大全

ケータイを傾けて操作することで、ハードル走や棒

高跳びなど、さまざまなスポーツに挑戦できる直感

ゲーム※です。

※F706iはジェスチャーテックの技術を搭載しています。
（Copyright© 2006-2008,GestureTek, Inc.Al l  Rights Reserved.）

・アバターメーカー™ for  F

アクション付きの似顔絵アバターを簡単に作成でき

ます。出来上がったアバターは、デコメ®ピクチャや

待受画面で使用できます。

季節や時間によってアニメーションが変化します

F705iからの強化機能UP

©2000-2008 NBGI

©2008 Acrodea,  Inc.



＊「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。

Basic FunctionBasic Function

検索もらくらく、インクリメンタルサーチ

メールの件名＆本文を同時表示

賢いATOK®と便利な学研辞典を搭載

「@Fケータイ応援団」コンテンツ一例（毎週金曜日更新）

○きせかえツール

○待受画像

○ダウンロードフォント

○ダウンロード辞書

○天気（毎日更新）

○占い（毎日更新）

○@Fポイント（プレゼント抽選参加）

○デコメ素材／テンプレート　etc.

カンタン操作で問い合わせ

＊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。
＊アクセス方法やコンテンツは予告なしに変更されることがあります。

よく使う機能をすばやく呼び出せる
待受ショートカット NEW

バッテリーを節約できる
「省電力モード」が登場 NEW

メールをスピーディーに打てる
2タッチ入力に対応 NEW

F906iに並ぶハイスペックを目指しました

富士通iモードサイト「@Fケータイ応援団」

「うた・ホーダイ」対応※1で
ひろがるミュージックスタイル

入力されたフリガナから絞り込んで候補を表示するので、快適な

電話帳検索が行えます。

「本文お試し表示」機能により、メールの一覧と本文を同時に表示し

ます。読みたいメールをらくらく探せます。

周囲に配慮するイルミネーションマナー

電話の着信やメールの受信時に表示されるイルミネーション。ビジ

ネスシーンでの利用時など、メニュー操作一括OFFに設定できます。

快適な文字入力をサポートするATOK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、とっさの調べ物に役立つ学

研の辞典も引き続き搭載しています。「今

日は何の日」「今日の歴史」辞典など楽しい

コンテンツも魅力です。

メールキーを２回押すだけでiモード問い合わせができます。新着

メールをすぐにチェックしたい時に役立つ機能です。

お好きな機能・フォルダ・ファイルなどを待受ショートカットに登録

可能。頻繁に使う機能をすぐに呼び出したいというご要望にお応え

した便利な新機能です。

省電力モードが新たに登場。背面表示パターンやイルミネーション

をOFFにして、画面の明るさを抑えることで消費電力を節約します。

「とにかくメールを早く打ちたい」という声にお応えして、2つの数字

の組み合わせで対応文字をすばやく入力できる2タッチ入力に対応

しました。

さまざまなサービスにアクセス
しやすいダイレクトメニュー NEW

よく使う機能・サービスにアクセスしやすい新メニュー「ダイレクト

メニュー」をプリインストールしました。

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ーの待受画面、人気の

iアプリゲームなど、ケータイライフを彩る楽

しいコンテンツが満載。コンテンツはすべて

無料※でダウンロードすることができます。

楽曲を好きなだけダウンロードできる定額制音楽サービス

「うた・ホーダイ」や「着うたフル®」に対応。さらに、WMA※2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」を楽しめます。

「おサイフケータイ」で
スマートショッピング

ケータイひとつでスマートにお買

い物ができる「DCMXクレジット

アプリ」「iD設定アプリ」をプリイン

ストール。かざすだけで電話帳など

をコピーできるiC通信や電子クー

ポンのトルカなどもご利用いただ

けます。

※1：「うた・ホーダイ」に対応した音楽配信は、各音楽配信事業者により提供されま
す。また「うた・ホーダイ」で送受信データの容量が大きい場合は、パケット通信料
が高額になりますので、定額制「パケ・ホーダイフル」のご利用をお勧めします。
※2：PCのOSとWindows Media Playerは、次のバージョンの組み合わせで使用
することをお勧めします。【PCのOSがWindows XP Service Pack 2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）【PCのOSがWindows Vista
以降の場合】Windows Media Player 11（11.0.6000.6324以降のバージョン）

緊急速報「エリアメール」に対応 NEW

気象庁が配信する緊急地震速報や国、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ることなく

受信できます。月額利用料、通信料、情報料を含め無料でご

利用いただけます。

＊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」などの場合は受信できないことがあります。

F 7 0 6 iは、FOMAハイスピードに

対応。FOMAハイスピードエリア

内であれば、下り最大約3.6Mbps

の高速パケット通信が可能です※。

大容量コンテンツのダウンロード

もスピーディー。フルブラウザも

ストレスなく快適に楽しめます。

受信時最大約3.6Mbpsの
FOMAハイスピード対応 NEW

※FOMAハイスピードエリアではベストエフォート方式による提供となり、最大約
3.6Mbpsの通信速度とは、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。※実際にご利用いただく際の通信速度は、通信環境
やネットワークなどの状況により変化します。＊iモードフルブラウザをご利用の際
のパケット通信料は「パケ・ホーダイ」の対象外です。送受信データの容量が大き
い場合は、パケット通信料が高額になりますので、定額制「パケ・ホーダイフル」の
ご利用をお勧めします。

海外で使える
「WORLD WING（3G）」に対応

普段使っているケータイの番号・

メールアドレスをそのまま海外で

使えるWORLD WING（3G）に対応

しています。56の国や地域※で、通

話はもちろん、メール、iモード、テ

レビ電話（対応45ヵ国）※が利用可

能です。

※2008年5月19日現在。＊WORLD WINGの通話・通信料は「パケ・ホーダイ」などの
各種割引サービスの適用対象外です。

ケータイに
2つの電話番号を持てる「2in1」

ひとつのケータイにもうひとつの

電話番号とメールアドレスをプラ

スできる「2 i n 1」に対応（有料）。

仕事とプライベートなど、シーン

に応じて使い分けができる便利

なサービスです。

＊ご利用にはお申込みが必要です。

※別途パケット料金がかかります。

＊画像はイメージです。　 1413

メニュー
リスト

ただ眺めているだけで癒される
リラックスモードプラス

F706iのリラックスモードプラスはフローティングサインでも表示さ

れるようになりました。開いても閉じてもいつでも楽しめます。

F706i新機能NEW F705iからの強化機能UP

UP

【詳しくはサイトにアクセス！（2008年5月現在）】



その他の機能

●電話帳：F706i本体（最大1000件※4［5番号5アドレス］）・FOMAカード（最大50件［1番号1アドレス］） ●スケジュール（最大300件） ●microSDカード（別売）／microSDHCカード（別売） ●着もじ® ●うた・ホーダイ  
●ミュージックプレーヤー（iモーション[バックグラウンド再生対応]：再生約809分、着うたフル®[バックグラウンド再生対応]：再生約1252分、WMA※11[バックグラウンド再生対応]：再生約1236分） ●着うたフル®（約30曲※12） ●ビデオクリップ ●赤外線通信／iC通信
●ポケットU ●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（VIVID UI™） ●トルカ®（最大100件※4） ●直感ゲーム ●WORLD WING（3G） ●外部メモリコンテンツ移行対応 ●iチャネル ●2in1

●受信メール（最大1000件※4※6 約10.3MB）
●送信メール（最大200件※4※6 約2.9MB）
●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）
●デコメアニメ®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

●連続視聴約270分 ●データ放送 ●字幕表示
●視聴予約・録画予約（合わせて最大100件※4）
●Gガイド番組表リモコン ●オフタイマー 
●タイムシフト ●バックグラウンド再生
●録画可能時間［内蔵メモリ：約34分、
　外部メモリ※5：（microSD™／2GB）［別売］約10時間40分・
　（microSDHC／8GB）［別売］約42時間40分

ワンセグ関連機能

●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、QVGA用、QCIF用(各5種類、計15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（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200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

※1：電池パック F10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：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。※5：ワンセグの録画ファイルは1つあたり2GBまでが上限です。※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カード（別売）に保存されたWMAファイルはF706i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カード（別売）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カード（別売）を初期化してください。microSDカード（別売）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。※12：1曲あたりのデータ容量を1.5MBとした場合。

◎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：電池パックは本体付属品です。※2：USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。※3：F706i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：F706i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：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。※6：日本国内で使用してください。※7：F706iをUSB接続／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。

ディスプレイ

カメラ

各種充電器による
充電時間

約109×49×16.9mm（折りたたみ時）

約137g※1

約190分

約110分

約620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200万画素CMOS

約150分

約150分

テレビ電話・iモード関連機能

●キャラ電® ●テレビ電話：ズーム（最大16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※4）
●画像ダウンロード（最大2000件※4［静止画保存件数含む］）
●iメロディ®ダウンロード（最大500件※4） 
●iアプリダウンロード（最大300件※4 約107MB） 

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、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。

オプション（別売）

■ キャリングケースL 01
■ 骨伝導レシーバマイク 01※3

■ 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
■ 車内ホルダ 01

■ 電池パック F10※1

■ リアカバー F30
■ 卓上ホルダ F26
■ FOMA USB接続ケーブル※2

■ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01※2／02※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

■ 平型ステレオイヤホンセット P01※3

■ スイッチ付イヤホンマイク P001※4／P002※4

■ 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

■ FOMA ACアダプタ 01／02※5

■ FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※5

■ FOMA DCアダプタ 01／02
■ FOMA 室内用補助アンテナ※6

■ FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※6

 プリインストールiアプリ Fならではの便利なショートカット操作例

■ 太鼓の達人4 F
■ モバイルスポーツ大全
■ アバターメーカー for F
■ パターンクリエーター
■ 地図アプリ
■ Gガイド®番組表リモコン
■ 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
■ FOMA通信環境確認アプリ

■ クイックスケジュール

数字4桁or8桁

＋
スケジュール／↑キー

＋
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

短押し：iモードサイト接続
長押し：iアプリ起動 セット時間数字1～60分

■ 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）＋
スケジュール／↑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。

◎「FOMA／フォーマ」「iモード」「iモーション」「iアプリ」「iメロディ」「キャラ電」
「WORLD WING／ワールドウィング」「着モーション」「DCMX」「iD」「おサイフ
ケータイ」「2in1」「うた・ホーダイ」「デコメ」「デコメール」「デコメアニメ」「iチャ
ネル」「着もじ」「きせかえツール」「トルカ」「エリアメール」「あんしんミッション」
「パケ・ホーダイ」および「i-mode」ロゴ、「i-αppli」ロゴ、「WORLD WING／ワー
ルドウィング」ロゴ、「DCMX」ロゴ、「iD」ロゴ、「2in1」ロゴ、「HIGH-SPEED」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、「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。

◎Flash、Flash LiteおよびReaderは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステ
ムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

◎Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media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。

◎microSDHCはSDアソシエーションの商標です。
◎「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。
◎「アバターメーカー」「VIVID UI」は株式会社アクロディアの商標です。
◎「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。

◎「丸ゴシック」は株式会社モリサワより提供を受けており、この名称は同社の商標
または登録商標であり、フォントデータの著作権も同社に帰属します。
◎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。

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。

MB0934-12008年6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

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。

　ドコモの携帯電話からの場合

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。
　一般電話などからの場合

＊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。

F706iの操作および本カタログのお問い合わせ先

T E L  03-3200-3166

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。F706i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

●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）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。

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。F706i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勧めします。 ＊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

（局番なし）151（無料） 0120-800-000
●お問い合わせ・お申し込み先


