


迫力の大画面となる約3.2インチの

フルワイド画面を搭載しました。さらに、

1,677万色というスーパーファイン

IPS液晶を採用し、ワンセグやフルブ

ラウザを16:9のフルワイドサイズで

楽しむことができます。 

迫力の大画面 

3.2インチフルワイドVGA＆ 

スーパーファインIPS液晶※。 

F905iは、これまでのFシリーズで好評

だったヨコモーションを継承。使いたい

機能を一発で起動できるうえ、ヨコ画面

にしても操作性のよさはタテ画面時と

同じ。フルブラウザなどへの文字入力

もヨコ画面のままスムーズに行えます。 

タテでもヨコでも変わらない

操作性を誇るヨコモーション。 

他社ケータイ F905 i

ヨコモーション
®

に、3 . 2インチ   大画面＆高精細液晶を搭載。 

※IPS液晶：In-Plane-Switching液晶。斜めから見ても画像が美しく、見る方向によって画面が

濃くなる・薄くなるといった色の変化が少ないことが特長です。 01 ＊画像はイメージです。　02
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I L L U M I N A T I O N

LEDを増やしたことで、ベルトラインを彩る

ようによりなめらかで上質なイルミネーション

を実現。6種類の点灯パターンが通話時や

新着通知などを楽しく演出します。全部で

15種類（14色＋レインボー）のイルミネー

ションカラーが、ケータイを美しく彩ります。 

S L I M  B O D Y

薄さ約21mmのスリムボディを実現。

F904iに比べて約1mm減の薄型化に

成功しました。 

Blue 
ブルー 

White 
ホワイト 

Magenta 
マゼンタ 

Black 
ブラック 

F R A M E L E S S  K E Y

Fシリーズ初のフレームレスキーを採用しま

した。デザイン性が大幅に向上しただけでなく、

ボタンの操作性と見やすさも改善しています。 

A C R Y L I C  P A N E L

ホワイト、マゼンタには、サブ液晶周囲の

二色成形と、角度によってキラキラと輝く

ラメを採用しました。さり気なさのなかに、ゴー

ジャスな雰囲気を演出します。 

A L U M I N I U M  PA N E L

アルミパネル部分周囲に縁取った蒸着処理

とアルミパネルの質感のコンビネーション

がポイント。さらにブラック、ブルーには、

発色・耐久性に優れたアルマイト染色処理

を採用。より上質な質感に仕上げました。 

DESIGN 見る人を魅了するスタイリッシュ＆エレガントデザイン。 



NEWNEW F905i新機能 UPUP F904iからの強化機能 

WIDE DISPLAY

13件UP！ 

迫力の大画面となる約3.2インチのフルワイド画面を搭載しました。

デジタル放送の16:9フルワイド映像は、画面をヨコにするだけで、

フルワイドVGA液晶をいっぱいに活かした迫力の大画面で楽しむ

ことができます。表示領域がさらに広くなったことで、ワンセグは

もちろん、カメラでもヨコフルワイドで楽しめます。 

どの角度から見ても画像が美しいスーパーファインIPS（In -  

Plane-Switching）液晶に加え、FMVシリーズで培った画像処

理技術をケータイ用へと最適化。これにより、“シャープ・鮮やか・

肌色きれい”といったFならではの色表現の実現に成功しました。

さらに、暗いシーンでもより「明るく」見せる自動コントラスト補正

技術や、動きの速い映像をクリアに捉える新技術を採用するなど、

映像表現にこだわりました。 

F905i フルワイドVGA （480×864ドット） 

F904i フルワイドQVGA （240×432ドット） 

3.1inch3.1inch

【青空の色、芝生の色など記憶色を重視した鮮やかな色表現】 

【ワンセグのスピーディーな動画もより明瞭に鑑賞可能】 

【ビジネス書類も高精細大画面で鮮やかに表示】 

従来機 F905i

従来機 F905i

従来機 F905i

3.2inch3.2inch

【F904iとの大きさと高精細比較（原寸画面）】 

【F904iと同等の幅で3.2インチのフルワイドディスプレイを実現】 

【肌色が濃すぎたり紫系にならない美しいと感じるシャープな色表現】 

画面の美しさにこだわった 
スーパーファインIPS液晶&映像表現技術 

Word、Exce l、PowerPo intといったビジネス書類もF905i

なら3.2インチの高精細大画面で閲覧可能。情報量がより多く表

示できるようになったうえ、細部のデータ情報も鮮やかに表示し

ます。また、拡大・縮小がスムーズに行えるなど、その使いやすさ

はPCクラス。場所を選ばずビジネス書類をラクに確認できます。 

Word、Excel、PowerPoint 
なども閲覧可能 

UPUP

迫力の大画面 
3.2インチフルワイドVGA

3.2インチの大きさを活かし、サムネイル一覧の表示件数もヨコ

画面時で15件から28件へと大幅にアップ（タテ画面時は20件

から30件にアップ）。静止画はもちろん、デコメール ®テンプレー

トも一覧で見ることができるので、メール作成などもより手軽に

楽しく行えます。 

静止画などの 
サムネイルの一覧性が向上 
 

UPUPNEWNEWNEWNEW

＊Word、Excel、PowerPointのファイル表示技術は、Picsel Technologiesにより実現しています。 

＊Word2007、Excel2007、PowerPoint2007のファイルは表示できません。 

マイピクチャ（F904i） 

マイピクチャ（F905i） 

PowerPoint（F904i） PowerPoint（F905i） 

約5.2mm約6.0mm

約50mm 約50mm

F904i F905i

3.2 
inch

3.1 
inch
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高精細大型ディスプレイを搭載。美しさの進化は、まだ止まらない。 
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人間の目にはひとつ前のフレー

ムの画像が残像として残り、それ

がボヤケの原因となります。 

階調の違いを解析することにより、

境界の階調をわずかに調整。これ

によりボヤケを改善できます。 

Next 
Frame

Next 
Frame



FULL BROWSER & HIGH-SPEED 1 SEG本格的フルブラウザ＆ハイスピードが、ケータイの快適性をさらに高める。 多彩な録画＆再生機能が、ワンセグケータイの在り方を大きく変える。 

フルブラウザの性能がアップしました。7段階の拡縮倍率が手軽に

行えたり、ページサイズが0.5MBから1.2MBにアップしたりと、使

いやすさもPCクラス。Goog leマップをはじめ、PC向けサイトを

約80％※カバーするなど、閲覧できるサイトも増えました。さらに、

F905iは、ハイスピード対応なので表示速度やサイト接続もスムーズ。

PC向けサイトをヨコ画面いっぱいに表示すれば、ヨコ方向のスクロー

ル量が少なくなるので、より快適に閲覧できます。また、F905iなら、

ヨコ画面のまま文字入力も可能。「高精細」「ハイスピード」「ヨコモー

ション」という3つの機能が、フルブラウザの快適性をさらに高めます。 

※アクセス数上位100サイト（2007年2月現在。ビデオリサーチ調べ）でのサイトカバー率。 

＊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「パケ・ホーダイフル」

のご利用をおすすめします。＊お買い上げ時、ホーム設定にはGoogleのホームページのURLが入力

されています。 

フルブラウザの表示領域＆実用性が大幅アップ 

細部まで鮮やか。地図アプリなどの高精細iアプリ®に対応 

GPS（F904i） GPS（F905i） 

UPUP

UPUP

©ZENRIN DataCom CO.,  LTD. 2007

F905iはフルワイドVGAの高精細液晶。

そのため、GPS対応iアプリの地図表示

画面もこれまで以上に美しく表示する

ことが可能になりました。細い道なども

拡大することなくチェックできます。 

60% 150% 250%

【PC向けサイトの拡縮も思いのまま】 

【表示領域が広がり情報量もアップ（原寸画面）】 

F904i（240×432ドット） 100％ F905i（480×864ドット） 100％ 

ワンセグ起動中でも、フルブラウザやiモード ®といった他の機能

を「ながら操作」できるマルチウィンドウを採用しました。さらに

F905iなら、マルチウィンドウ時画面でもワンセグを美しく表示。

字幕表示も鮮明に表示するうえ、字幕フォントには視覚工学に基

づいた「Uni -Type ®」を採用。また、視聴中の番組をキャプチャ

すれば、美しい静止画として保存することもできます。 

テレビを観ながら色々できる 
マルチウィンドウがさらに進化 

日時／ch指定で行う予約録画から、視聴中

録画、バックグラウンド録画、保存先指定録

画など、多彩な録画機能をご用意。もちろん、

録画番組に字幕、副音声、データ放送も合わ

せて録画OK。また、いちど予約録画してお

けば次回からは自動的に録画されるリピート

予約録画にも対応しているので、番組録画に

ありがちな録画のし忘れを防ぎます。　 

多彩な録画機能に対応 

Gガイドモバイル予約録画 

再生機能一覧画面 

電話着信時に視聴中の番組を蓄積し、あとで追っかけ早見再生が

できるタイムシフト再生※をはじめ、録画番組の早送り／巻き戻し、

手軽な操作で行えるスキップ送り／スキップ戻し、レジューム再生

などさまざまな再生機能に対応。レジュームとは、いちど停止した

箇所から再生場面を始められる便利機能。多彩な再生機能で、

ワンセグをよりいっそう楽しめます。 

※通話中に受信していた映像を3分ほど再生します。 

便利な再生機能に対応 

【マルチウィンドウ時の高精細比較】 

UPUP

NEWNEW NEWNEW

フルブラウザとワンセグ 

従来機 

F905i

マルチウィンドウ対応機能一例 

○iモード ○フルブラウザ ○メール表示※ ○メール作成 

○ドキュメントビューア（Word・Excel・PowerPoint対応） 

○iモード問合わせ ○電話帳 ○リダイヤル ○着信履歴 ○伝言メモ 

○メール送受信履歴 ○プロフィール情報 ○スケジュール帳 

○テキストメモ ○目覚まし ○電卓 ○辞典  etc.

※メールに添付されたメロディは再生できません。また、電話帳登録されていない 

相手からの受信メールやSMSの詳細表示はできません。 

長押し：ワンタッチ録画／短押し：ワンタッチ静止画保存 

プッシュトーク®キーを使えば、とっさのシーンも逃さない！ 

＊録画可能時間：内蔵メモリ約30分、 

外部メモリ（microSD／2GB）約10時間40分。 
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USABILITY 手のひらに、すべての人が満足する「使いやすさ」を。 

画面をスイングするだけで、使いたい機能を一発で呼び出せるヨ

コモーションを継承しました。ワンセグ視聴に最適なスタイルなの

はもちろん、カメラ撮影や、フルブラウザ閲覧などにも便利です。

F905iは、そんなヨコモーションの設定項目を追加しました。 

使いたい機能を一発起動。 
Fならではのヨコモーション 

待受画面からヨコモーション可能な項目 
（赤字はF904iからの追加項目） 

○ワンセグ　○静止画撮影　○動画撮影　○バーコードリーダー 

○新規メール　○受信メールフォルダ一覧　○ｉモード（Bookmark） 

○フルブラウザ（ホーム）　○フルブラウザ（Bookmark） 

○ワンタッチｉアプリ　○マイピクチャ　○ミュージック　○電卓 

○Music＆Videoチャネル™　○ｉモーション
®
　○マイドキュメント 

○その他（データBOX） ○ビデオ　○スケジュール帳　○テキストメモ 

＊お買い上げ時は右スイングでワンセグ、左スイングで静止画撮影起動の設定になってい

ます。また、スイングしても何も起動しないように設定することもできます。 

UPUP

UPUP
通話相手の声を強調する 
スーパーはっきりボイス&はっきりマイク 

通話相手の声の速度を落とす 
ゆっくりボイス 

スケジュールカレンダーをカンタン拡縮 

さまざまなシーンで役立つクイックズーム NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

相手の話す声がゆっくり聞こえる、ゆっくり

ボイスを採用しました。自然で違和感のない

スピードで、相手の声をより聞き取りやすく

します。操作方法もワンタッチなので簡単

に起動することができ、英語などの外国語

にも効果があります。 

＊お買い上げ時はOFFに設定されています。 

自分の周囲の騒音レベルに合わせ、相手の

声がより強調されるスーパーはっきりボイス

と、自動的に自分の声を強調し、通話相手に

自分の声をしっかり伝えるはっきりマイクを

採用しました。騒がしい街中などでの会話に

最適です。2つの機能は、初期設定がONとなっ

ているため、設定しなくても自動で起動します。 

通話中にONと 
OFFができます 

通話中にONと 
OFFができます 

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

が行えます（1キー：縮小、3キー：拡大）。文字の大きさは「一番小さ

いフォント（16ドット）」から「一番大きいフォント（72ドット）」まで

の15段階でより細かな拡縮が可能。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のぞき見しにくくできるので、のぞき見

防止にも役立ちます。 

スケジュールのマンスリー画面から、確認したい週や日時画面へと手

軽な操作で拡大・縮小することができます（1キー：縮小、3キー：拡大）。

ウイークリー拡大モードは4段階、デイリー拡大モードは7段階の拡

縮が可能。これにより、特定の日に予定が集中していても開始時間

などをスピーディーに確認することができるので、忙しいビジネスパー

ソンなどに最適です。 

24ドット 32ドット 40ドット（通常） 

【デイリー拡大モード】 【ウイークリー拡大モード】 

【クイックズーム原寸画面】 

メール早打ちユーザーに根強い人気の2タッチ入力に対応しました。

横画面2タッチガイド表示にも対応しているので、ガイドを見ながら

手軽に文字の入力が可能です※。また、受信メール一覧画面でメー

ル本文をチェックできる「本文お試し表示付きメール一覧画面」を

採用。本文の拡縮も行えるので便利です。 

さらに使いやすくなったメール機能 

横画面2タッチガイド表示 本文お試し表示付き 
メール一覧 

72ドット 

※入力設定を「2タッチ入力」の入力方式に設定し、横画面2タッチガイドをONにする必要があります。 
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F905iは、FOMAハイスピード対応。従来の10倍の速度である

受信最大3.6Ｍｂｐｓの高速パケット通信が可能※。フルブラウザも

大容量コンテンツのダウンロードもサクサク快適です。 

※FOMAハイスピードエリア内の場合（FOMAハイスピードエリアはFOMAエリア・FOMAプラス

エリア・mova®エリアとは異なります）。お客様のご利用いただくエリアがFOMAハイスピードエリ

アかどうかについては、搭載iアプリ「FOMA通信環境確認アプリ」でご確認いただけます。 

＊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」

のご利用をおすすめします。 

受信時最大約3.6Mbpsの 
ハイスピード対応 

NEWNEW

ケータイに入っているWMAの音楽データや、着うたフル®、ワンセグ

の音声などを、カーステレオやFMラジオを使って、ワイヤレスで楽し

むことができます。また、Music&Videoチャネルの音楽番組もFM

送信が可能です。 

便利なFMトランスミッター搭載 NEWNEW

夜間に最長約1時間（動画番組は最長約

30分）の番組を自動でダウンロードして、

好きなときに楽しむことができます。

F905iなら、動画付き番組にも対応して

いるので、音楽はもちろんアニメなど多彩

な番組を視聴可能です。 

NEWNEW
長時間の音楽番組などを楽しめる 
Music&Videoチャネル 

＊ご契約にはiモードおよび「パケ・ホーダイ」または「パケ・ホーダイフル」のお申込みが必要です。 

最大10MBサイズのビデオクリップ（動画ファイル）に対応しました。

ミュージックビデオなどを丸ごと楽しむことができます。さらに、最

新の圧縮形式であるH.264対応。H.264撮影時には、AAC方式

で高音質に録音できます。また、F905iでは新たにVGAサイズで

最大30fps（手ぶれ補正OFF時）の高品質撮影が可能です。 

高画質映像が楽しめる 
ビデオクリップ対応 UPUP

【F904iとのダウンロード比較（着うたフル ®5MBの場合）】 

約11秒 

3.6Mbps

約1分47秒 

384kbps

ダウンロード完了 ダウンロード中 

F904i F905i

ただ今データ取得中 
しばらくお待ちください 

F905iでは、音楽を聴きながらメールやiモード、さらにはiアプリ

まで楽しめるバックグラウンド再生に対応。本格的なミュージック

プレーヤーと、その他の機能を同時に楽しめます。 

メールやiアプリをしながら 
音楽が楽しめる 

UPUP

カーステレオ オーディオ 

♪ ♪ 

SECURITY MUSIC & HIGH-SPEEDFならではの「安心」が宿る、充実のセキュリティ機能。 3.6Mbpsのハイスピード対応で、ミュージックダウンロードもスピーディー。 

ケータイあんしんパック 

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。 

万一の紛失時などにPC（My 

DoCoMo）からおおよその位

置を検索できます。 

 

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。 

UPUP

指定人物に関する情報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。これまでの対応項目だった「電話帳・

履歴」のほかに、「マイピクチャ」「Bookmark」

などの指定フォルダも非表示可能となり、

より簡単・強固に個人情報を守れます。 

プライバシーモード対象者から新着情報があっ

た場合、あらかじめ設定した電池アイコンに

切り替わります。 

【本人だけがわかるプライバシー新着通知】 

さらなる進化を遂げた 
プライバシーモード®

プライバシーモード対応項目(赤字はF904iからの追加項目)

○電話帳・履歴　○メール・履歴　○マイピクチャ 

○iモーション　○マイドキュメント　○その他（データBOX） 

○スケジュール　○テキストメモ　○ｉアプリ 

○位置履歴（GPS）　○Bookmark　○画面メモ 

11 　＊「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-CK52 PK）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。　12

暗証番号と指紋認証の併用に加え、指紋のみ認証設定※も行える

便利な指紋センサーを継承しました。センサーが外側についてい

るのでスムーズに認証操作が行えるうえ、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、登録した指がケガをして使えないなどの事態に備え、複数の

指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）。 

Fならではの便利な指紋センサー 

ケータイを閉じるだけでキーがロックされる

開閉ロック※を継承しました。開いてすぐに認

証＆解除ができるうえ、待受画面の状態以外

からでも開閉ロックがかけられるので、さま

ざまなシーンで活用できます。たとえば、メー

ル作成中でも手軽にロック＆解除が行えます。 

※プッシュトークキー、ミュージックキー、サイドキーはロックされません。 

閉じるだけでロックがかかる開閉ロック 



【ゴシック】 【リュウミン】 

【丸フォーク】 

F902iから好評のリュウミンに加え、上品さと見やすさのバランス

がとれた「丸フォーク」フォントを追加しました。ディスプレイが高

精細になり、既存のゴシックやリュウミンもさらに美しく表示します。 

新たに「丸フォーク」フォントを採用 NEWNEW

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ます（有料）。相手

や利用シーンに応じて切り替えて使えます。

＊ご利用にはお申込みが必要です。 

ケータイに2つの電話番号を持てる2in1®

文字サイズの変更が可能な項目は「iモード」「フルブラウザ」「メール

閲覧」「メール編集／文字入力」「電話帳／履歴」の計5項目。最大で

6段階の文字サイズの中から、スタイルに合わせて選択できます。 

スタイルに合わせて 
文字サイズの変更が可能 

UPUP UPUP

本文入力後でも簡単にテンプレートを挿入できます 

メール本文入力中に、デコメールテンプレートを呼び出すことが

できます。たとえば、本文を作成してしまった後にテンプレートを

利用したくなった場合も簡単に挿入できるので、より快適にデコメー

ルテンプレートを使いこなせます。 

iチャネル（有料）は、ニュースや天気、占いなどの最新情報を特別な

操作なしでケータイ画面に表示できるサービス。F905iでは、そん

なiチャネルの文字サイズ(大・中・小・最小）、テロップパターン（文

字色・帯色）を10パターンの中から設定することが可能になりました。 

自分好みに設定できるiチャネル ®

パターン1 
（40ドット） 

パターン6 
（24ドット） 

パターン7 
（48ドット） 

より使いやすくなった 
デコメールテンプレート 

UPUP

UPUP

F905iの各カラーに合わせたメニューカスタマイズに加え、見や

すい拡大メニュー（アドバンストモード）、キャラクター画面などを

iモードからダウンロードしてケータイを彩れる多彩なきせかえツー

ルをご用意。さらに、Fならではのスペシャルモード（隠し機能）も

楽しめます。     

多彩なメニューカスタマイズが 
行える「きせかえツール ®」 

ドコモダケ_F905i拡大メニュー 
（アドバンストモード） 

スペシャルモード 
（隠し機能） 

NEWNEW自分の体を動かして楽しむ 
直感ゲーム™対応 

ケータイを「かたむける」などの直感的な操作でゲームが楽しめます。

F905iは、そんな直感ゲーム対応の「チャクレンジャーカート ネオ」

をプリインストール。キャラクターと対戦して順位を競ったり、走行

タイムを記録するカーレースゲームです。 

©T2iE/Iwasaki

中（40ドット） 大（56ドット） 

ケータイひとつで、楽曲を好きなだけ定額でダウンロードできる「うた・

ホーダイ」に対応しました。さらに、着うたフル®はもちろん、WMA

にも対応※2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。 

※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「パケ・ホーダイ」

または「パケ・ホーダイフル」のご利用をおすすめします。 

※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す

すめします。【PCのOSがWindows XP Service Pack 2以降の場合】Windows Media 

P laye r  10（10.00 .00 .3802以降のバージョン）またはWindows Med ia  P laye r  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） 

 新しい音楽スタイル 
「うた・ホーダイ™」対応※1

BASIC FUNCTION もっと便利に、もっと楽しく。ケータイをスマートに使いこなせる、多彩な基本機能。 

UPUP

歪み補正 ライト※ 

有効約320万画素カメラに、自動手ぶれ補正や、オートフォーカス、

ライト※、歪み補正などの便利な機能を搭載しました。さらに、本格デ

ジタル一眼レフカメラに使われている画像処理エンジンMilbeaut®

（ミルビュー）を継承。ハイクオリティな撮影が手軽に楽しめます。 

進化したカメラ機能 

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利用できます。

F905iでは、3G対応エリア（世界49の国・

地域※）に加え、GSM対応エリア（世界

154の国・地域※）で利用可能になりました。

※2007年11月現在。 

UPUPWORLD WING®（3G＋GSM）に対応 

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、人気の

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

ドできます。さらに、ご利用に応じてたまる

ポイントでプレゼント抽選に参加もできます。 

※別途パケット料金がかかります。 

 富士通iモードサイト 
「@Fケータイ応援団」好評配信中 

ケータイでサッとお買い物ができるケータ

イクレジットがすぐに使えるように「DCMX

クレジットアプリ」と「iD 設定アプリ」をプ

リインストールしました。 

「DCMX®クレジットアプリ」＆ 
「iD® 設定アプリ」をプリインストール 

※閉じた状態でライトのみを使用したい時は「簡易ライト」機能をご利用ください。＊画像サイズ：

電話帳用（96×72）、Sub-QCIF（128×96）、QCIF（176×144）、横長QVGA（320×240）、

縦長QVGA（240×320）、横長VGA（640×480）、縦長VGA（480×640）、横長待受用（864

×480）、縦長待受用（480×864）、横長WXGA（1280×768）、縦長WXGA（768×1280）、

横長1Mワイド（1500×832）、縦長1Mワイド（832×1500）、フルHD（1920×1080）、

3Mピクセル（2048×1536） 

「@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 

○デコメ素材／テンプレート 

○ダウンロードフォント 

○ダウンロード辞書 

○ニュース（毎日更新） 

 

○天気（毎日更新） 

○占い（毎日更新） 

○映画情報 

○@Fポイント（プレゼント抽選参加） 

etc.

【詳しくはサイトにアクセス！（2007年11月現在）】 

＊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。 

Menu
メニュー／ 
検索 

ケータイ電話 
メーカー 

@Fケータイ 
応援団 

13　＊「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。 ＊画像はイメージです。　14



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。 

MB05312007年11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。 
●お客様ご購入時の「国際ローミング設定」は、国内及び海外の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。 
●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。 

●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。 

◎「FOMA／フォーマ」「mova／ムーバ」「iモード」「iモーション」「WORLD 
WING／ワールドウィング」「DCMX」「iD」「iメロディ」「おサイフケータイ」「2in1」
「うた・ホーダイ」「Music&Videoチャネル」「直感ゲーム」「きせかえツール」「デ
コメール」「プッシュトーク」「iチャネル」「着もじ」「着モーション」「あんしんミッショ
ン」「パケ・ホーダイ」および「HIGH-SPEED」ロゴ、「Music&Videoチャネル」ロ
ゴ、「WORLD WING／ワールドウィング」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、「ケータイお探し」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。 
◎Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、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。 
◎PicselおよびPicselキューブロゴは、Picsel Technologiesの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ガイド番組表リモコン」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。 
◎「goo」はNTTレゾナント株式会社の登録商標です。 
◎「Google」は Google Inc. の登録商標です。 
◎「VIVID UI」は株式会社アクロディアの商標または登録商標です。 
◎「ヨコモーション」「プライバシーモード」「Milbeaut」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。 

◎Uni-Typeは、株式会社リムコーポレーションと千葉大学工学部との共同研究に
よって開発されたユニバーサルデザインの書体です。Uni-Typeは、株式会社リム
コーポレーションの登録商標です。 
◎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。 
◎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。 

■ クイックスケジュール 

ディスプレイ 

 

カメラ 

 

充電時間 

約108×50×21mm（折りたたみ時） 

約138g※1 

音声通話：約190分（GSM　約200分） 

テレビ電話：約110分 

約505時間（GSM　約300時間） 

外形寸法（H×W×D） 

質量 

連続通話時間※2 

連続待受時間※2　　　 

※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、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。※3：TFT（Thin Film Transistor）…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。※4：スケジュールの登録件数もしくは、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：iモードメールとショートメッセージの
合計件数。※6：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。※7：品質がXQで映像種別（コ－デック）が標準の場合、ASF形式で保存されます。※8：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。※9：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F905i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。※10：1曲あたりのデータ容量を1.5MBとした場合。 

主な仕様 

ツインカメラ 

FOMA ACアダプタ 

FOMA DCアダプタ 

約3.2インチ1,677万色 

TFTカラーフルワイドVGA液晶※3（480×864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32万画素CMOS 

約150分 

約150分 

テレビ電話・iモード関連機能 

●FOMAハイスピード 

●テレビ電話：ズーム（アウトカメラ最大16倍／インカメラ最大2倍） 

●テレビ電話：撮影効果（4種類）●キャラ電® 

●画面メモ（最大100件※4） ●Bookmark（iモード100件／フルブラウザ100件） 

●画像ダウンロード（最大1000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 ［プリインストールiアプリ含む］20フォルダ） 

■ チャクレンジャーカート ネオ 

■ ケータイ脳力ストレッチング2

＋ 

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 

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 

◎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：ご利用になるにはイヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。 ※4：日本国内で使用ください。※5：ご利用にはFOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。 

オプション（別売） 

■ FOMA DCアダプタ 01／02 

■ 車載ハンズフリーキット 01※5 

■ 車内ホルダ 01 

■ ＦＯＭＡ 車載ハンズフリー接続ケーブル 01 

■ microSDメモリーカード 

■ 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 

■ マイク付リモコン F01 

■ イヤホンターミナル P001※3

■ 電池パック F10 

■ リアカバー F23 

■ 卓上ホルダ F20 

■ FOMA USB接続ケーブル※1 

■ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01※1 

 

■ 平型スイッチ付イヤホンマイク P01／P02 

■ イヤホンジャック変換アダプタ P001 

■ スイッチ付イヤホンマイク P001※3／P002※3 

■ 平型ステレオイヤホンセット P01 

■ ステレオイヤホンセット P001※3

■ FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※2 

■ FOMA 室内用補助アンテナ※4 

■ FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※4 

■ キャリングケースL 01 

■ 骨伝導レシーバマイク 01

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 

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

●受信メール（最大1000件※4※510.3MB） 

●送信メール（最大200件※4※5 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（30種類※4）●チャットメール 

●デジタルズーム：静止画撮影（リニア最大32段階約26倍［インカメラは2倍］）・動画撮影（デジタル最大8段階約16倍［インカメラは2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6種類）  

●オートフォーカス（静止画撮影のみ） ●ライト ●連続撮影※6（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※7形式） ●動画撮影サイズ（QCIF、QVGA、VGA） 

●動画撮影種別（画像＋音声、画像のみ、音声のみ） ●動画保存件数※4（最大100件［iモーション®※8のダウンロード件数含む］） 

●電話帳：F905i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］） ●FMトランスミッター（ミュージック・ワンセグ対応） ●スーパーはっきりボイス＆はっきりマイク ●ゆっくりボイス ●フルブラウザ ●直感ゲーム 

●WORLD WING（3G＋GSM） ●きせかえツール（VIVID UI™） ●スケジュール（最大300件※4） ●microSD™メモリーカード ●外部メモリーコンテンツ移行対応 ●PDF対応ビューア ●着モーション® ●着もじ® ●赤外線通信／iC通信 ●iチャネル 

●ドキュメントビューア（Word・Excel・PowerPoint対応） ●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 ●プッシュトーク ●iモード FeliCa ●トルカ®（最大100件※4） ●2in1 ●ビデオクリップ ●GPS

メール関連機能 ワンセグ関連機能 カメラ関連機能 

●連続視聴約260分 ●データ放送 ●字幕表示 

●マルチウィンドウ （メール、iモード、フルブラウザ、 

　電話帳、辞典、スケジュール、目覚まし、テキストメモ） 

●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 ●目覚まし利用 ●オフタイマー 

●タイムシフト ●録画機能 ●再生機能 

ミュージック関連 

●ミュージックプレーヤー機能 ●再生時間（iモーション：約705分［音声のみ］、着うたフル®：約1,180分、 WMA※9：約1,167分、Music&Videoチャネル：約1,180分［音声］・約270分［動画］） ●うた・ホーダイ対応 ●Music&Videoチャネル ●着うたフル®（最大69件※10） 

 

セット時間数字1～60分 リダイヤルキー 

その他の機能 

©HUDSON SOFT

■ ZOOKEEPER DX F 

■ 地図アプリ 

■ モバイルGoogleマップ 

■ 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 

■ FOMA通信環境確認アプリ 

■ SuperボンバーマンG WIDE

＋ 

■ ツータッチサイト＆アプリ 

＋ 

ご利用にあたってのご注意 

指紋認証の特性とご注意 

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。 

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。F905i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 


