
　＊ステレオイヤホンは別売です。 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。 

Round Illumination Panel
ミュージックプレイヤー起動時や、電話・メール

着信時などに多彩な輝き方を見せるラウンド

イルミネーションパネル。ミュージックプレイ

ヤーの操作や、iモード問合せなどもラウンドイ

ルミネーションパネルで行えるので、ケータイ

を閉じたままのスマート操作が可能です。 

Acrylic + Metallic
リアパネルには、深い光沢感と、美しい透明感

があふれるアクリルパネルを採用。最薄部約

19.7mm※のスマートボディのなかに、知性を

感じさせる仕上がりになっています。さらに、ア

クリルパネルの周りに金属蒸着を施したことで、

落ち着きのある質感も同時に表現しています。 

※カメラ突起部除く。 

F902iS。それは、音楽ケータイの可能性を広げるケータイ。 

Windows�対応PC標準音楽フォーマットであるWMAに対応したことで、  

PCでダウンロードした曲を簡単にF902iSへ移せるようになり、  

青く灯るラウンドイルミネーションパネルが、閉じたままでの音楽再生を可能にした。 

進化のすべては、音楽のために。 

進化のすべては、音楽のために。 

F902iS Debut.



F902iSは、従来まで対応していたAAC※に加え、Windows�対応PC標準

音楽フォーマットであるWMAに対応しました。 

※著作権保護技術で保護されているAAC音楽データは再生できません。 

音楽がより身近になるWMA対応 

＊miniSDメモリーカードは64Mバイト以上が必要です。＊miniSDメモリーカード内に保存した音楽データは、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、miniSD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。＊CCCD（コピーコントロールCD）の取り扱いや、音楽データをWMAやAAC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をminiSDメモリーカードへ保存するにはWindows Media� Player 10を使用します。Windows Media� Player 10をイン

ストールするPCのOSには、Windows� XP SP2が必要です。Windows Media� Player 10は10.00.00.3802以降のバージョンを使用してください。 

Lucid Black 
ルシードブラック 

Blue Mica 
ブルーマイカ 

＊画像はイメージです。 

Windows�対応PCからminiSDTMメモリーカードの入ったF902iSへの曲

の取り込みは、わずか3ステップととても簡単。Windows Media� Player

は、Windows�対応PCに標準搭載されているので、音楽管理ソフトを新し

くインストールする必要もありません。さらにF902iSでは、USBケーブル

とマイクスイッチ付イヤホンジャック変換アダプタを同梱しました。 

PCからケータイへの取り込みもラクラク 

■大容量2GバイトのminiSDメモリーカードにも対応※ 
※弊社にて動作確認した結果であり、弊社がお客様にすべての動作を「保証」するものではありません。 

■10曲編成のアルバムなら約1分で同期可能※　※1曲あたり約4Mバイトの計算。 

曲リストから 
取り込みたい曲を指定
してF902iSと同期。 

PCにF902iSをUSB
接続（「MTP優先モード」
にする必要があります）。 

簡単3ステップで音楽をケータイに取り込めます 

❷ ❸Windows Med ia � 
P laye rを起動。 

❶

Windows�対応PCなら音楽管理ソフトを新しくインストールする必要なし 

音楽データの取り込みが簡単 

多数のミュージックストアがWMA対応 

1 

2 

3

WMA（Windows Media� Audio）はココが違う！ 

音楽形式 

ソフト 

miniSD書き込みソフト 

対応OS 

ソフト入手方法 

WMA 

Windows Media� Player 10以上 

Windows� XP SP2 

Windows�標準ソフト 
（Windows Media� PlayerバージョンUP
のため、ダウンロードが必要な場合があります） 

AAC 

iTunes※ 

FOMA Fシリーズデータリンクソフト 
（miniSDユーティリティ） 

Windows� XP、 Windows�2000 

iTunes：アップルコンピュータ社からの 
 ダウンロード 

miniSDユーティリティ：添付のCD-ROM

F902iSはWMA形式のファイルおよびAAC形式のMP4ファイルに対応しています 

※iTunesソフトの機能に関するお問い合わせは、提供元のアップルコンピュータ社までお願いします。iTunes for 

Windows�サポートHP…http://www.apple.com/jp/support/itunes/windows/index.html（Web上での

情報提供となります）。なお、iTunes Music Store�で購入した楽曲はF902iSで再生できません。 

さらに 

＊画像はイメージです。 

いくつもの暗証番号を管理するパスワードマネージャー※ 

F902iSでは、さまざまなiモードサイトで必要なIDやパスワードを一元

管理するパスワードマネージャーを採用。登録しておくことで、登録一覧

から必要なIDやパスワードを選択するだけの簡単操作で入力が行えます。 

※最大50件まで登録可能。使用するには指紋認証を有効にする必要があります。 

有効約3Mピクセル高感度CMOSオートフォーカスカメラ 

アウトカメラに、有効約320万画素の高感度CMOSカメラを搭載しました。 

さらに、オートフォーカスをはじめ、最大65段階約25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まで装備。充実の撮影機能で、 

クオリティの高い写真撮影を楽しむことができます。 

撮影できる画像サイズ ： 電話帳用 96×72／Sub-QCIF 128×96／QCIF 176×144／ 

待受用 240×320※／CIF 352×288／横長VGA 640×480※／ 

縦長VGA 480×640※／SXGA 960×1280※／UXGA 1200×1600※／ 

3M 1536×2048※　　※アウトカメラのみ。 

F902iSで実際に撮影したパノラマ写真 

端末を閉じるだけでキー操作がロックされる開閉

ロック※をはじめ、おサイフケータイの利用を制限す

るICカードロック、さらには、大切なデータをワン

アクションでフォルダごと隠せるプライバシーモード�

など、ケータイを安心して使える多彩なセキュリティ

機能を用意しました。 

※サイドキー、プッシュトークキー、ラウンドイルミネーションパネルはロックされません。 

多彩なセキュリティ機能を搭載 

プライバシーモード 
設定画面 

端末裏側指紋センサー 

端末を閉じたままスマートに指紋認証 

モバイルSuicaなどのサービス拡大により、 

おサイフケータイ�の利用シーンも増えてきま

した。それに伴い、F902iSでは指紋センサー

を端末裏側に搭載。ICカードロックを解除す

る場合も、端末を開くことなくスマートに解

除することが可能です。さらに、解除した後も、

あらかじめ設定した時間が経過すると自動

でICカードロックがかかるので安心です※。 

※ICカードオートロック設定をした場合。 

指紋のみ認証設定を追加 

ロック解除の認証設定に、指紋のみ認証設定※

を追加しました。指紋という、世界にひとつ

だけのものでしか認証できなくなったことで、

より強固なセキュリティを実現しました。 

※指紋のみ認証設定を利用する場合は、登録した指がケガして 

使えないなどの事態に備え、複数の指紋登録が必要となります。 

当認証モードで、解除ができない場合でも、ドコモショップ窓口に 

持ち込むことで、暗証番号および指紋データを強制リセットする 

ことが可能です（契約者本人であることが確認できる書類と 

FOMAカードが必要です）。 

ロック解除方法 

SECURITY セキュリティ 

CAMERA カメラ 

●

●

端末暗証番号での認証
もしくは指紋認証 

指紋のみ認証 

手ぶれ補正機能を搭載 

手ぶれ補正をオートにすれば撮影後自動で補正されます 

 

楽しい合成写真もつくれるパノラマ撮影 

静止画を2～6枚連続で撮影して、 

1枚のパノラマ写真を作成できま

す。大人数を同時に撮影できるこ

とはもちろん、同じ人物が複数登

場するような合成写真を作成で

きるなど、アイデア次第で楽しい

写真がたくさんつくれます。 

静止画／動画撮影の両方に対応

した、手ぶれ補正機能を搭載し

ました。ゆれやすい場所はもち

ろん、接写時や夜景の撮影など

にも最適です。 

＊静止画手ぶれ補正はSXGAサイズまでとなります。 

6
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最大 
画像サイズ 

最大 
撮影 
枚数 

1200×320 

1600×240 

1760×288 

1440×352 

2176×480 

1632×640 

1632×640 

2176×480

縦 

横 

縦 

横 

縦 

横 

縦 

横 

撮影サイズ 
端末の 
向き 

待受用 
（240×320） 

CIF 
（352×288） 

横長VGA 
（640×480） 

縦長VGA 
（480×640） 

＊左から右にパノラマ撮影する場合。 

MUSIC ミュージック 



ミュージックストアからダウンロードした曲も同期可能 

端末表面にあるラウンドイルミネーションパネ

ルを使えば、端末を閉じた状態でミュージック

プレイヤーを操作することができます。再生・

停止はもちろん、曲送りや、音量調節なども思

いのまま。さらに、背面ディスプレイでは曲名や

曲番号、再生時間などを表示することが可能。

また、ミュージックプレイヤーは、スイッチ付イ

ヤホンマイクで操作することもできます※1。 

※1：イヤホンスイッチ設定を「ミュージックプレイヤー操作」にする必要

があります。※2：曲の頭から開始3秒以内の場合は前曲へ、それ以上

再生後の場合は曲の頭出しとなります。 

端末を閉じたままのスマート操作を実現 

Gold Frost 
ゴールドフロスト 

Innocent White 
イノセントホワイト 

＊画像はイメージです。 

【利用イメージ】 

PCを使ってミュージックストア 

からダウンロードした曲を同期  

できるのもF902iSの大きな特長。

多数のミュージックストアがWMA

で音楽配信を行っているので、

邦楽・洋楽問わず豊富な楽曲を 

F902iSで楽しむことができます。

さらに、著作権保護技術で保護  

されたWMAもF902 iSで再生 

することができます。 

Music Store

CD

MP3

WMAに 
変換 

F902iS

CDや多数のWMA対応のミュージックストア
からダウンロードした曲もF902iSで聴く 
ことが可能。 

PC

❶❶
❸

❷

❷

上サイドキー1秒以上押しで、ミュージックプレイヤーが起動。あとはそのまま曲を選んで再生させるだけ！ 

❶ 前曲※2／次曲 ❷ 音量調節 

❸ 再生／一時停止 

WMA対応ミュージックストア一覧 

■ e-music TOTAL SITE 

■ OnGen USEN MUSIC SERVER 

■ PRISMIX 

■ @MUSIC  ミュゥモ 

■ OCN MUSIC STORE 

■ goo Music Store

■ music.jp for PC 

■ ORICON STYLE 

■ clubDAM.com 

■ D-Sound TOTAL SITE 

■ 楽天ミュージックダウンロード 

■ Listen Japan 

 

■ ファミ通.com 
　 ゲームミュージックダウンロード 

■ NewtypeBB 
　 アニメミュージックダウンロード 

■ Music Drop 

■ My Sound

（順不同） 

＊掲載されているサービス名は各社の商標または登録商標です。＊サービス名については変更になる場合がござ

いますのでご了承ください。 

充実の辞典機能 

新語、カタカナ語、慣用句を含む、使用頻度の高い現代語を約4万7000

語句収録した「明鏡モバイル国語辞典」、現代人に必要な合計約10万

1500語句を収録した「Gモバイル英和辞典」と「Gモバイル和英辞典」

をご用意しました。本格的な辞典を手軽に活用できます。 

＊「明鏡国語辞典」「ジーニアス英和/和英辞典」の大修館書店編集によるモバイル辞典。 

アドバンストモードが見やすく進化 

大きくて見やすい 
文字表示 

見やすいフォーカス 
アイコンを2階層目 

まで追加 

通常の画面よりも見やすいアドバン

ストモードが、さらに進化しました。

文字を大きく表示するフォーカスア

イコンを2階層まで追加し、メニュー

内容をよりわかりやすく表示。さらに、

メール作成時の文字表示を大きい

フォントで表示するなど、見やすさ

を追求しました。 

BASIC FUNCTION 基本機能 

＊画像はイメージです。 

ケータイでPC向けサイトを見られる高機能フルブラウザを搭載しました。

マルチウィンドウを採用したことで複数のサイトを立ち上げていても

スムーズに画面を切り替えることが可能です。 

高機能フルブラウザ搭載 

複数のサイトを立ち上げていてもラクラク切り

替えが可能なマルチウィンドウ 

現在、サイトのどこを見ているのかがひと目で

わかるビューポジション表示 

キーガイドを非表示にして全画面表示も可能 

　 全画面表示 

　 ビューポジション表示 

　 マルチウィンドウ 

＊iモードフルブラウザでは、一部サイトおよびコンテンツ（着信メロディ・画像・iアプリ�・iモーション�・PDF・Flash）

は表示（ダウンロード）できません。＊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。「パケ・ホーダイ」をご契約の場合、iモードフルブラウザ通信の通信料は0.02円/パケット（税

込0.021円/パケット）となります。 

 

万一、F902iSを紛失してしまった場合などは、ドコモに電話する

だけですべてのキー操作を遠隔操作でできなくし、さらにICカード

ロックもかかります。 

＊My DoCoMoからでもロックすることができます。＊圏外

や電源ＯＦＦ、セルフモード中の場合はロックできません。

＊おまかせロックは有料サービスですが、お試し期間の 

ため当面無料でご利用いただけます。 

安心の「おまかせロック」 

F902iSに保存されている電話帳・メール・静止画などのデータ

をお預かりセンターに預けることができます。 

＊電話帳お預かりサービスはお申込が必要な有料サービスです。[月額使用料：１０５円（税込）]

便利な「電話帳お預かりサービス」 

DCMXは簡単に入会できて、安心して使えるケータイクレジット。

F902iSでは、DCMXをすぐに使えるように「iDTM」アプリとDCMX

アプリをプリインストールしました。 

 

F902iSが 
クレジットカードになる「DCMX�」 

＊利用限度額が拡大するDCMXにアップグレードすることもできます 

（2006年5月下旬受付開始予定）。 

＊DCMXは左のマークのあるお店でご利用できます。 

音声電話やテレビ電話をかける際、呼び出し中に相

手の着信画面にメッセージ（着もじ）を表示させ、あ

らかじめ用件などを伝えることができます。 

＊対象通話：音声電話・テレビ電話。＊送信可能文字数：最大１０文字／絵文字対応。

＊料金：５.２５円（税込）／１メッセージ送信。 

相手の着信画面に 
メッセージを入れられる「着もじ�」 

着もじ画面 

富士通サイト「@Fケータイ応援団」でATOKのさまざまな辞書を
最大10件までダウンロードできます※。 

【ダウンロード可能辞書一例】 

■ 顔文字辞書 

■ 季節の文例辞書 

■ ラーメン用語辞書 

etc.

■ 挨拶文例辞書 

■ サッカー用語辞書 

■ 花言葉辞書 

■ 四字熟語辞書 

※辞書設定は最大5件まで。 

文字入力には、F902iで好評だったATOK�を継承。 

さらに、従来のカナ変換キーをカナ英数変換キー

に進化させたことで、使いやすさが向上しました。

また、本文を見ながら絵文字入力することも可能。

画面を切り替える手間が省けるようになったので、

よりスムーズにメール作成を行えます。 

さらに使いやすくなった文字入力機能 

カナ英数変換キーに進化 



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 

◎販売価格については、ドコモショップ等販売店にお尋ねください。 
◎商品写真等に関しては、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください。 
◎掲載の商品の仕様・性能は、予告なしに変更する場合がございますので
　ご了承ください。 
◎「FOMA／フォーマ」「iモーション／アイモーション」「iモード」「iアプリ／アイ
　アプリ」「おサイフケータイ」「iメロディ／アイメロディ」「着モーション」「キャラ電」
　「iチャネル」「プッシュトーク」「トルカ」「着もじ」「DCMX」「iD」「おまかせロック」
　「電話帳お預かりサービス」「パケ・ホーダイ」および「i-mode」ロゴ、「i-αppli」
　ロゴ、「iD」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。 
◎Microsoft、WindowsおよびWindows Mediaは、米国Microsoft 
　Corporationの米国およびその他の国における登録商標です（Windows
　の正式名称は、Microsoft� Windows� operating systemです）。 
◎Apple、Appleロゴ、iTunesは、米国および他の国で登録されたApple
　Computer,Inc.の商標です。 
◎「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道（株）の登録商標です。 
◎本製品は、日本語変換機能として、株式会社ジャストシステムの 
　ATOK＋APOTを搭載しています。「ATOK」「APOT（Advanced 
　Prediction Optimization Technology）」は株式会社ジャストシス
　テムの登録商標です。 
◎QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
◎miniSDはSDアソシエーションの商標です。 
◎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。 
◎　 はフェリカネットワークス株式会社の商標です。 
◎ 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。 

◎Edyはビットワレットが管理するプリペイド型電子マネーサービスブランドです。 
◎「Gガイドモバイル」およびそのロゴ、「Gガイド」およびそのロゴは、
　米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関係会社の
　日本国内における登録商標です。 
◎「明鏡モバイル国語辞典」「Gモバイル英和辞典」「Gモバイル和英辞典」
　は大修館書店の著作物です。 
◎「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。 
◎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（ドニーチョはご契約いただけません）。 
◎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。 

モバイル・リサイクル・ネットワーク 
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。 

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。 

（2006年5月現在） 

モバイルフォン事業本部マーケティング統括部プロダクトマーケティング部 製造元 
＊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。 

受付時間：午前9：0 0 ～ 午後7：0 0／土・日・祝日  午前9：0 0 ～ 午後5：0 0（年末年始を除く） 
 

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。 

　一般電話等からの場合 

0120-800-000
＊携帯・自動車電話、PHSからもご利用になれます。 
 

MB0254

ご利用にあたってのご注意 

●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。 
●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。 

プリインストールiアプリF902iSカラーバリエーション 

古紙配合率100％再生紙を使用しています 

このカタログは、100％ 
再生紙および大豆油 
インキを使用しています。 

 ＊地域によって受付時間は異なります。 

A列車で行こうi for F

�2006 ARTDINK. /�HUDSON SOFT

Mobile 三國志2

�KOEI Co.,Ltd.

ZOOKEEPER DX F

�Buddiez,inc. �T2i Entertainment

ロジックパズル F

■フリーセル 

■ケータイクレジット「iD」 

■「DCMX」クレジットアプリ 

■電子マネー「Edy」 

■Gガイド�番組表リモコン 

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 

指紋認証の特性とご注意 

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。 

●本機能の利用は「端末暗証番号」の入力時となります。留守番電話サービス、転送でんわサービスなどにご契約いただい
た場合にお決めいただく「ネットワーク暗証番号」や、マイメニュー登録・削除、メッセージサービス、ｉモード有料サービスのお申

し込み・解除、メール設定などを行う際に必要な「ｉモードパスワード」の入力時に、本機能を利用することはできませんのであらかじめご了承ください。●本機能は指紋画像の特徴情報
を照合するものです。このため、人によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。●指の状態が以下のような場合は指紋の登録が困難になったり、認証
率（正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される割合）が低下することがあります。・濡れたり、汗をかいている場合・お風呂上がりなどで指がふやけている場合・指に汗や脂が多く、
指紋の間が埋まっている場合・手が荒れたり、指に損傷（切傷、ただれなど）を負っている場合・手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合・指が泥や油などで汚れている場合・太った
り、やせたりして指紋が変化した場合・摩耗して指紋が薄くなった場合●指紋認識技術は完全な本人認識・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、ま
たは使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

2006年5月現在 

ルシードブラック ブルーマイカ ゴールドフロスト イノセントホワイト 

 

03-3200-3166

■ USBケーブル 

■ マイクスイッチ付 
　 イヤホンジャック変換アダプタ 

 ◎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。 

■ FOMA DCアダプタ 01 

■ 車載ハンズフリーキット 01※1 

■ 車内ホルダ 01※2

■ 電池パック F09 

■ リアカバー F14 

■ 卓上ホルダ F12 

■ FOMA ACアダプタ 01 

■ FOMA 乾電池アダプタ 01

F902iSの主な仕様 

約107×50×19.7mm（折りたたみ時） 

約120g※10 

約180分 

約100分 

約560時間※12 

約390時間※13 

約2.4インチ262，144色TFTカラー液晶※14（240×320ドット） 

アウトカメラ：有効約320万画素CMOS 

インカメラ：有効約11万画素CMOS 

約130分 

約130分 

音声通話時 

テレビ電話時 

静止時 

移動時 

 

ツインカメラ 
 

FOMA ACアダプタ 01 

FOMA DCアダプタ 01 

外形寸法（H×W×D） 

質量 

連続通話時間※11
 

 

連続待受時間※11 

 

ディスプレイ 

カメラ 
 

各種充電器による充電時間 

F902iSの主な機能 

■テレビ電話・iモード�・iアプリ・トルカ� 

 

テレビ電話 

 

 

 

i モード 

 

 

iアプリ
 

 

トルカ 

キャラ電�対応 

ズーム 

撮影効果 

Bookmark（フォルダ） 

画面メモ 

画像ダウンロード 

iメロディ�ダウンロード 

PDFコンテンツダウンロード 

プリインストール 
ダウンロード（フォルダ） 

○（プリインストール2件、ダウンロード最大50件） 

アウトカメラ最大16倍／インカメラ最大2倍 

6種類（標準／夕景／逆光／海・雪／モノトーン／セピア） 

最大100件（20件） 

最大100件※7 

最大1000件※7（静止画撮影保存件数含む） 

最大500件※7 

最大100件※7 

9件 
最大100件※7（20件） 

最大100件※7 

 ■メール 

送受信可能文字数 

同報送信 

送信メール（フォルダ） 

受信メール（フォルダ） 

受信／送信メール 

自動振り分け 
 

デコメール�テンプレート 

メール着モーション� 

チャットメール 

設定可能条件数 

振り分け条件 

全角最大5000文字 

最大5アドレス 

最大200件※7、※8（26件［iアプリ専用フォルダ5件含む］） 

最大1000件※7、※8（46件［iアプリ専用フォルダ5件含む］） 

最大30件 

6種類 
 

30種類 

○ 

○ 

●コンテンツ移行対応 ●着もじ ●電話帳お預かりサービス ●おまかせロック ●トルカ ●ミュージックプレ

イヤー機能（WMA、AAC対応） ●フルブラウザ ●赤外線通信対応 ●PDF対応ビューア ●自動時刻補正 

●音声通話／テレビ電話切替 ●FOMAプラスエリア ●プッシュトーク�●iチャネル� ●iモード FeliCa

■その他 

 

電話帳 

 

スケジュール 

F902iS本体 
 

FOMAカード 

最大700件※9（5番号5アドレス）／URL／メモ／静止画／ 
動画／郵便番号／住所／会社名／役職名／誕生日 

最大50件（1番号1アドレス） 

最大300件 

メールアドレス／題名／メモリ番号／ 
グループ／電話帳登録なし／条件なし （　　　　　　      　　　　　  ） 

＊アクセス方法は予告なしに変更されることがあります。 

カメラ機能 

静止画保存件数（目安） ＊サイズ制限：制限なしの場合 

本体メモリ 

画像サイズ 

エコノミー 

スタンダード 

ファイン 

Sub-QCIF 
128×96ドット 

約790枚※6 

約790枚※6 

約735枚 

電話帳サイズ 
96×72ドット 

約790枚※6 

約790枚※6 

約790枚※6

動画記録時間（目安） ＊画像サイズ：128×96ドット、大容量メール添付（490Kバイト）の場合 

本体メモリ 
L  P 

STD

画像＋音声 

約63分 

約40分 
本体メモリ 

H  Q 

HQ+

約107分 

－ 

 

音声のみ 画像のみ 画像＋音声 

約40分 

約13分 

約29分 

約12分 

－ 

約163分 

音声のみ 画像のみ 

約107分 

約54分 

ファイル形式 

 撮影サイズ
 

 

撮影種別 

最大保存件数※3

MP4（MobileMP4） 

128×96ドット（Sub-QCIF）／176×144ドット（QCIF）／ 
320×240ドット（QVGA）※2 

画像＋音声、画像のみ、音声のみ 

100件（iモーション※4 のダウンロード件数含む） 

大容量メール添付（490Kバイト） 

128×96ドット 

メール添付（290Kバイト） 

約191秒 

約120秒 

約87秒 

約36秒 

L  P 

STD 

H  Q 

HQ+※2

1回あたりの 

撮影時間※5（目安） 

（画像＋音声） 

約113秒 

約71秒 

約51秒 

約21秒 

L  P 

STD 

H  Q 

HQ+※2

動画関連 

パノラマ撮影 

 
カメラ設定 

撮影確認音 

フレーム 

ナイトモード 

 
ズーム 

 
連続撮影 

撮影モード 

バーコードリーダー 

静止画撮影 

動画撮影 

撮影時の機能 

 
明るさ 

色の濃さ 

○ 

5段階 

5段階 

静止画撮影、動画撮影（各5種類） 

待受用、QCIF用（各18種類） 

○ 

リニア最大65段階約25倍（インカメラは2倍） 

デジタル最大9段階約20倍（インカメラは2倍） 

2～6枚※1 

静止画撮影（16種類）、動画撮影（10種類） 

JANコード、QRコード（16分割対応）、 
NW7コード、CODE39コード 

 

横長VGA 
640×480ドット 

約207枚 

約149枚 

約87枚 

縦長VGA 
480×640ドット 

約207枚 

約144枚 

約86枚 

SXGA 
960×1280ドット 

約80枚 

約49枚 

約27枚 

約59枚 

約36枚 

約20枚 

UXGA 
1200×1600ドット 

約23枚 

約14枚 

約8枚 

3M 
1536×2048ドット 

CIF 
352×288ドット 

約434枚 

約329枚 

約207枚 

待受用 
240×320ドット 

約562枚 

約415枚 

約251枚 

QCIF 
176×144ドット 

約790枚※6 

約735枚 

約503枚 

※1：撮影した静止画は「イメージ」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。1枚ずつ別々の静止画として扱う場合は、「パラパラマンガ」設定を解除します。
※2：メールに添付して送れません。※3：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。※4: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。※5：撮影内容により変動します。※6：プリインストール・コンテンツ（アイテム）を削除すれば、最大1000枚となりますが、お買い上げ時の状態での上限は、約790枚とな
ります。※7：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。※8：iモードメールとショートメッセージの合計件数。※9：各電話帳データ
の登録内容により実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。※10：電池パック F09装着時の数値です。※11：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。データ通信実行時、iアプリのソフトを実行したときも、表記の通話（通信）時間や待受時間より短くなります。※12：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。※13：FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組
み合わせた状態での平均的な利用時間です。※14：TFT（ThinFilmTransistor）…コントラスト・色の再現性・応答速度・視野角などが優れたカラー液晶です。 

＊miniSDメモリーカードの対応状況は、http://www.fmworld.net/product/phone/での公開となります。 

「データリンクソフト」「データシンクロソフト」「miniSDユーティリティ」「Fアルバムソフト」の4つの機能を持つデータ

リンクソフトは、富士通サイト「FMWORLD.NET」（http://www.fmworld.net/product/phone/datal ink/）より

ダウンロードできます。 

※1:対応OSはWindows�XP、Windows�2000Professional、Windows�Me（miniSDユーティリティとFアルバムソフトは、Windows�Meに対応していません）。
※2:FOMA端末外への出力が禁止されている画像や動画／ｉモーション�、メロディは、パソコンへの転送はできません。＊Microsoft�Outlook�連携機能の利用は、
Microsoft�Outlook�98、Microsoft�Outlook�2000、Microsoft�Outlook�2002、Microsoft�Outlook�2003のいずれかがインストールされている必要があります。 

■ ＦＯＭＡ車載ハンズフリー 
　 接続ケーブル 01 
 

※1:ＦＯＭＡ車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。※2:ＦＯＭＡ端末の
外部接続端子などが車内ホルダにあたる場合は、ＦＯＭＡ端末か車内ホルダの向
きを変えて取り付けてください。 

FOMA Fシリーズ データリンクソフト※1、※2オプション（別売） 車載オプション（別売） FOMA関連商品（試供品） 


