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サーチキー×電話帳／メール検索電話帳検索

サーチキーから電話帳の呼び出

しもラクラク行えるうえ、もうい

ちど読み返したいメールも、電話

帳検索（フリガナ検索）から探す

ことができます。

サーチキー×辞典検索辞典検索

サーチキーをプッシュして、調べ

たいワードを入力すれば、即座に

意味が表示されます。国語・和

英・英和辞典を収録しています。

サーチキー×地図検索地図検索

検索ウィンドウに行きたい住所

を入力するだけで、その場所が地

図上に表示されます。待ち合わせ

場所はもちろん、道に不慣れな旅

先などにも便利です。

サーチキー×iモード検索iモード検索

ニュースや天気、ミュージックな

ど、気になるさまざまな情報を、

iモードメニューサイトや、その他

のケータイサイトから検索するこ

とができます。

iモード®サイト検索や、フルブラウザ検索はもちろん、ケータイ内の電話帳／メール、

さらには、地図や辞典の検索までをワンアクションで行えるサーチキーを新搭載。

また、PCサイトのFlash®※にも新たに対応したことで、Web閲覧の楽しみがよりいっそう広がった。

もちろん、ワンセグの「ながら視聴」も可能。進化したヨコモーションケータイ、ここに誕生。

®

＊画像はイメージです。

iモード

辞 典

Web

地 図

メール

電話帳

多彩な検索性が、ケータイライフをもっと快適にする。

SEARCH KEY

※Flash8相当のコンテンツに対応。

サーチキー×フルブラウザ検索フルブラウザ検索

気になるスポーツ結果や、最新ニュースの詳細、行ってみたい

レストランなど、Web上にある情報をいつでもどこでもワン

プッシュで検索できます。



ヨコモーション可動部の隙間を極力狭くすることで、
違和感のないフラットな表面を実現しました。

FLAT BODY

DESIGN 上質さを醸し出す、細部にまでこだわったデザイン。上質さを醸し出す、細部にまでこだわったデザイン。

ハーフミラーパネルの質感と、ミラー越しに浮かび
上がるイルミネーションが上質な印象を与えます。

MIRROR PANEL

ゴールド

ミラーレッド

ミラーブラック

ホワイト

画面の縁や、ダイヤルキーのバーに輝きを与えることで、
さらなる高級感を演出します。

FRAME&BAR

キー配列の改善や、フレームレスキーを採用した
ことで、さらに使いやすく進化しました。

KEY

3 4＊画像はイメージです。

厚さ18.7mmのスリムボディを実現しました。
F905iに比べて約2.3mm薄くなりました。

SLIM BODY



ホワイトカラーは、キーパッドが全面照光※。個性的なイルミネーション

が見る人の目を惹きつけます。

メール着信や不在着信が、パネルから美しく浮かび上がります。また、

ホワイトのみ、ラメ加工のパネルを採用しました。

開閉時や通話時には、ケータイの傾きにシンクロして、光が斜面を

滑り落ちるようにイルミネーションが変化します。

ILLUMINATION ケータイを美しく彩る、洗練されたイルミネーション。ケータイを美しく彩る、洗練されたイルミネーション。

ケータイのボタンを押すときに、鮮やかに輝く

キーバックライトを採用しました。7色の中

からお好みの色に設定可能です。また、本体・

待受などと組み合わせたトータルコーディ

ネートで自分らしさを演出できます。

R a i n b o w  C o l o r s

ラムネ

キーウィフルーツ

マンゴー

ストロベリー

ブルーベリー

ライチ

グレープ

5 6＊画像はイメージです。

※ゴールド、ミラーレッド、ミラーブラックは文字照光となります。
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QUICK SEARCH Fならではのクイックサーチで、「検索」はさらに身近になる。Fならではのクイックサーチで、「検索」はさらに身近になる。

知りたい情報を簡単に検索できる、サーチキー搭載  

ケータイのキーパッドに新しくサーチキーを搭載しました。サー

チキーをプッシュするだけで、さまざまな検索ウィンドウが表示

されます。そこに気になるキーワードを入力すれば、検索結果へ

ダイレクトにアクセス可能。また、他機能が起動中でも検索ウィン

ドウを呼び出すことができるので、いつでもどこでも検索可能

です。

iモード、フルブラウザ、電話帳、地図など、
多彩なジャンルの検索が可能

サーチキーで検索できるジャンルは、大きく分けてネット検索

とデータ検索の２種類。ネット検索ではiモードメニューサイ

ト・その他ケータイサイト・PCサイトをシームレスに検索でき

る「iモード検索」に加え「フルブラウザ検索」「地図検索」をご

用意。データ検索では「電話帳」「メール」「辞典」の検索が行

えます。たとえば、レストラン検

索をしたいときは「iモード」や

「フルブラウザ」で検索、もうい

ちど読み返したいメールを探し

たいときは「メール」で検索す

るなど、用途に合わせて幅広い

検索を行えます。

NEW

NEW

地図検索

辞典検索

＊画像はイメージです。

約5.2mm約6.0mm

約50mm 約50mm

F904i F906 i

3.2
inch

3.1
inch

3.13.1inchinch3.1inch

906iシリーズ最大級の3.2インチ

迫力の大画面となる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。ワンセグはもちろん、カメラなども表示領域を

活かしたヨコフルワイドで楽しめます。

FULL WIDE DISPLAY 美しさを物語る、3.2インチの高精細大型液晶。美しさを物語る、3.2インチの高精細大型液晶。

【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】

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

どの角度 から見ても画 像 が 美しいスーパーファイン I P S

(In -Plane -Switching)液晶に加え、当社パソコン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

える技術を採用するなど、映像表現にこだわりました。

F904iフルワイドQVGA（240×432ドット）

【肌色が濃すぎたり紫系にならない美しいと感じる色表現】 【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】

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。

Nex t
Frame

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。

Nex t
Frame

F906i

F906 i

従来機 F906i従来機

従来機

F906i新機能 F905iからの強化機能U PNEW

NEW

iモード

辞 典

Web

地 図

メール

電話帳 SEARCH KEY

3.23.2inchinch3.2inch

PU
SH
!

F906 iフルワイドVGA（480×864ドット）

©2008  GOURME T  NAV IGATOR  INC .



FULL BROWSER F906iが、ケータイでのフルブラウザ閲覧の常識を変える。F906iが、ケータイでのフルブラウザ閲覧の常識を変える。

話題のサイトも楽しめる
Flash※対応

NEW

フルブラウザをより楽しめるAdobe F lash  L i te  3 .0を搭載し

ました。多くのサイトで使用されているFlashをフルブラウザ再

生することができます。さらに1ページあたりの表示容量が拡大。

PC向けサイトをより快適に楽しめるようになりました。

Office文書のダウンロードサイズが1MBにアップ

Web上にあるWordやExcel、PowerPointなどのOffice文書を1MB

までダウンロードすることができます。複雑なビジネス書類も

F906i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

く表示できるうえ、細部のデータ情報も鮮やかに表示します。

PC向けサイトのカバー率※が
約20%アップ

Flash8相当コンテンツなどに対応したことにより、PC向けサイト

の閲覧カバー率がF905iと比べて約20%アップしました。Google

をはじめ、さまざまなPC向けサイトを閲覧することが可能です。

フルブラウザの拡縮も思いのまま

フルブラウザ閲覧中に、ダイヤルキー（[1] [ 3 ]）によるワンタッチ

の拡大・縮小操作が可能になりました。細かな文字を読むときは

[3]キーを押して拡大、全体を見るときには[1]キーを押して縮小

するなど、必要に応じてページの大きさを60％から250％までの

7段階の拡縮で便利に閲覧できます。

指紋センサーをフィンガーポインターとして活用できます。指をスラ

イドさせるだけで、画面上にあるポインターも同時に移動。フルブラ

ウザでのポインティング操作がスムーズに行えます。また、今まで通

りカーソルキーを使った場合でも操作性が向上。リンク先に近づく

と自動的に誘導され、ポインターが手の形に変化します。

U P

フルブラウザ操作も、
ヨコモーションでラクラク

ヨコモーションなら、画面をヨコに倒した状態でも、操作性の

よさはタテ画面時と同じ。メール本文や、PCサイトなどへの文

字入力も、ヨコ大画面のままスムーズに行えます。

F906i他社ケータイ

U P

※Flash8相当のコンテンツに対応。

＊送受信データの容量が大きく、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」
のご利用をお勧めします。

＊ページサイズが大きい場合、閲覧ができない可能性があります。

また、ページの変更などによって閲覧できなくなる可能性があります。

＊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。

U P

＊画像はイメージです。

60％

150％

100％

250％

フィンガーポインター搭載で操作性もアップ NEW

地図アプリのスクロールもラクラク行えます
©2008  ZENR IN  Da t aCom co . ,  LTD .

ポインティング操作もスムーズに行えます

原寸画面

原寸画面

※アクセス数上位100サイト（2008年2月現在。ビデオリサーチ調べ）でのサイトカバー率。

＊ページサイズが大きい場合、閲覧ができない可能性があります。

また、ページの変更などによって閲覧できなくなる可能性があります。

＊ページサイズが大きい場合、閲覧ができない可能性があります。

また、ページの変更などによって閲覧できなくなる可能性があります。

＊ページサイズが大きい場合、閲覧ができない可能性があります。

また、ページの変更などによって閲覧できなくなる可能性があります。

9 10F906i新機能 F905iからの強化機能U PNEW



ワンセグを存分に楽しめるマルチウィンドウ

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

F906 i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。

新たにヨコ画面時でもデータ放送を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。

【画面の切り替えもワンタッチでOK】

フルブラウザ

Gガイドモバイル予約録画

多彩な録画／再生機能に対応

予約録画や視聴中録画、バックグラウンド

録画、保存先指定録画など、豊富な録画

機能をご用意しました。また、電話着信時

に視聴中の番組を蓄積し、後から追っか

け早見再生ができるタイムシフト再生※

など、多彩な再生機能を活用できます。

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！

※通話中に受信していた映像を3分ほど再生します。

＊録画可能時間は、内蔵メモリ約30分、

外部メモリ(microSD／2GB)約640分となります。

＊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。

長時間視聴に便利なECOモード

ワンセグ視聴時に消費電力を抑え、連続視聴時間を延ばす

「ECOモード」を採用しました。通常時に比べ、視聴時間を約

23%延長できるため、バッテリー切れを気にせず長時間視聴

が可能。長編映画の視聴や、旅先で手元に充電器の用意がな

いときなどに便利です。

NEW

F905i

連
続
視
聴
時
間

F906i F906i ECO

視聴時間
約23％延長

隠していることまで隠す、プライバシーモード®

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。F906iでは、これまでプライバシーモード解除時などに

現れていた認証画面も非表示にできるステルス認証方式を採用し

ました。隠していることまで隠す、プライバシーモード本来の在り

方を追求しました。＊あらかじめ設定が必要です。

SECURITY プライバシーをしっかり守る、優れたセキュリティ機能。プライバシーをしっかり守る、優れたセキュリティ機能。

U P

Fならではの指紋センサー

暗証番号と指紋認証の併用に加え、

指紋のみの認証設定※も行える便利

な指紋センサーを継承しました。指

紋という世界でひとつだけのもので

認証操作を行うことで、より強固な

セキュリティを実現しました。また、

指紋センサーをフィンガーポイン

ターとして活用できるようにもなり

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）。

ケータイあんしんパック

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PC（My  
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。

電話をしているフリができる
イミテーションコール

F70xシリーズで好評の、とっさの時などに

電話をしているフリができるイミテーション

コールを搭載しました。ケータイを閉じた

ままでも開始※（サイドキー長押し）できる

だけでなく、開始時間を設定することも可

能。「すぐに鳴らす」のほか「10秒後」「30

秒後」「1分後」「3分後」から選択できます。

NEW

【便利なステルス認証】 【持ち主本人だけがわかる新着通知】

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。

F906iなら認証画面が表示されないのでプライバシーモードを利用していることも気付かれません。

11 12＊画像はイメージです。

閉じるだけでロックが
かかる開閉ロック

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。また、閉じてから30分後に

ロックがかかるようにも設定できるよう

になりました。

※端末側面に配置されているキーはロックされません。

※あらかじめ設定が必要です。

U P

U P

1 SEG ワンセグワンセグの使いやすさは、さらなる領域へ。の使いやすさは、さらなる領域へ。

ワンセグとフルブラウザ ワンセグ（データ放送表示）

プライバシーモード
設定中に…

マルチ画面を表示 プライバシーモード
解除

カメラキーを押した
後に暗証番号を入力

この画面のままで
暗証番号を入力※！

F906i新機能 F905iからの強化機能U PNEW

※指紋認証または指紋のみ認証の場合は、この画面で
認証操作を行うとプライバシーモードの設定／解除が
できます。

U P



＊「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

MUSIC & VIDEO エンターテインメントをケータイする、という幸せ。エンターテインメントをケータイする、という幸せ。

※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）

好きなアルバムを全曲ダウンロードしたり、気分に合わせて毎日曲

をダウンロードしたり、音楽ケータイの楽しみ方がさらに広がる

「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。

 うれしい音楽スタイル
「うた・ホーダイ™」対応※1

最長約1時間（動画番組は最長約30分）の

番組を夜間などに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。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。

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。また、H.264撮影時に

は、AAC方式で高音質に録音できます。

高画質映像が楽しめる
ビデオクリップ対応

＊送受信データの容量が大きく、パケット通信料が高額になりますので

「パケ・ホーダイ」のご利用をお勧めします。

自宅のPCにためている、お気に入り

の映像や音楽をケータイでいつで

も視聴することができます。

PCに保存してあるデータを
持ち運べるポケットU

NEW

＊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｣のお申込が必要です。

＊ご利用いただくパソコンとインターネット環境が、ポケットＵに対応している必要があります。

＊視聴する機種の閲覧可能なファイルサイズに応じて、ファイルが分割・変換されます。

＊視聴可能なファイルには制限があります。詳しくはドコモホームページをご参照ください。

WALKING CHECKER 優れた優れたウォーキングチェッカーウォーキングチェッカーと、と、センサーを搭載。センサーを搭載。

NEW

富士通らくらくホンシリーズで好評のウォーキング

チェッカー（歩数計）をF906iにも搭載しました。さら

に歩数情報と連動した待受Flash画像※やiアプリ

コンテンツも活用できるなど、90xシリーズならで

はの魅力も満載です。楽しみながら健康づくりを行

えます。

F906i新機能 F905iからの強化機能U PNEW

ケータイの向きに合わせて
画面上のリングが転がります

ケータイをゆっくり振ると
蝶の色が変化、

素早く振ると蝶が飛び立ちます

人アイコンが傾きに合わせて
左右に動きます

13

楽しく健康づくりが行えるウォーキングチェッカー　

NEW

ケータイの傾きをモーションセンサーが検知し、待

受画面のFla shが楽しく変化します。たとえば、

ケータイの向きを変えるとその向きに合わせて待

受画面上のリングが転がったり、ヒトのアイコンが

歩き出したりするなど、ケータイの動きに合わせた

アニメーションが楽しめます。

ケータイの動きに合わせて待受画面が楽しく変化

富士通iモードサイト「@Fケータイ応援団」で仮想の歩き旅が楽しめます

【詳しくはサイトにアクセス！（2008年5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。＊アクセス方法やコンテンツは予告なしに変更されることがあります。

【コース一覧】

○東海道五十三次 ○秩父札所めぐり　 ○熊野古道　 ○おくのほそ道　

ウォーキングチェッカーで計測した歩数データを使えば、東海

道五十三次や四国八十八ヵ所など、さまざまな仮想の歩き旅が

楽しめます。楽しみ方は「@Fケータイ応援団」にアクセスして、

画面の指示にしたがうだけです。

【ほかにも「@Fケータイ応援団」には楽しいコンテンツが満載！】

○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.

○富士登山 ○四国八十八ヵ所

Menu メニューリスト ケータイ電話メーカー @Fケータイ応援団

※スペシャルモードでもご用意しています。

ビデオクリップ（動画ファイル）に対応

＊掲載のステレオイヤホン（ATH-CKM50）および変換アダプタは別売です。

撮影協力：株式会社オーディオテクニカ 

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、新たにMusic&V ideoチャネル

の動画番組の音声にも対応。さらに、iモードやメール作成しな

がらでも楽しめる、バックグラウンド再生も可能です。

便利なFMトランスミッター＆
バックグラウンド再生対応

カーステレオオーディオ

♪ ♪

U P

ウォーキング×フラワー
（プリインストール画面）

カロリー
（スペシャルモード）

ウォーキングチェッカー
（プリインストールiアプリ）



15 16

USABILITY 使いやすさにこだわった、多彩な機能。使いやすさにこだわった、多彩な機能。

ひとめでわかる、着信イルミ

イルミネーションの美しさと、着信の分かりやすさを両立させ

た着信イルミを採用しました。背面ディスプレイ上のイルミ

ネーションで、最新の不在着信や未読メールがあることをお知

らせします。さらに、特定の人物やグループ別に、イルミネー

ションカラーを指定することも可能です。

NEW
通話音声が聞き取りやすい、
スーパーはっきりボイス＆ゆっくりボイス

自分の周囲の騒音レベルを感知し、騒が

しければ相手の声を自動的に強調し、相

手の声が小さければ自動的に音量レベ

ルをアップする、スーパーはっきりボイス

を搭載しました。さらに、相手の話す声

がゆっくり聞こえる、ゆっくりボイスも搭

載。聞き取りやすさにこだわりました。

ケータイをタップするだけで
アラームがストップ

ケータイを開くことなく、シンプルな動作でケータイに意思を

伝えられるタップ操作を採用しました。目覚ましのアラームが

鳴動中にケータイをダブルタップ（2回叩く）すれば、目覚まし

の音が停止します。

NEW
ワンタッチで文字サイズを
変更できるクイックズーム

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。

見やすさにこだわった文字表示

文字と文字の間にわずかな空白をつくる「丸ゴシック」を採用

しました。見やすくやさしい印象のフォントです。また、発着信

時に表示される名前や電話番号をこれまでよりも大きく表示

することが可能になりました。

24ドット 72ドット

よく使う機能を素早く起動
できる待受ショートカット

よく使う機能や、データフォルダ

を、ショートカットアイコンとし

て待受画面に貼り付けることが

できます。貼り付けたアイコン

を選択すれば、ワンタッチで登

録した機能が起動。ショートカッ

トアイコンは、お気に入りのデコ

メ絵文字に変更可能です。

使いたい機能を一発起動。
Fならではのヨコモーション

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、フルブラウザ閲覧にも便利です。また、ワンセグ

は、待受画面以外からでもスイングで起動可能になりました。

待受画面からヨコモーション可能な項目

○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　○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　○電卓　

＊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。

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　

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。また、文字

も大きく使いやすいシンプルメニュー

もF905iに引き続き搭載しています。

NEW NEW

＊画像はイメージです。

【タップで目覚ましアラームストップ】

「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！

閉じたまま2回叩くと、
アラームが止まりスヌーズ状態になります

F905i F906i F906i（拡大時）

F906i新機能 F905iからの強化機能U PNEW

U P

U P

【F906iの発着信表示が、これまで以上に大きく見やすくなりました】

DO
UB
LE

TA
P!

丸ゴシック採用で文字の見やすさがUP!

文字がキレイで読みやすい

文字がキレイで読みやすい

ゴシック

丸ゴシック

い
い
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BASIC FUNCTION 充実の基本機能。充実の基本機能。

受信時最大約3.6Mbps※の
ハイスピード対応

FOMA®ハイスピードに対応しま

した。従来の10倍の速度である

受信最大3.6Mbps※の高速パケッ

ト通信が可能です。フルブラウザ

も、大容量コンテンツのダウン

ロードも快適に行えます。

※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。

他にもF905iからの改善ポイントが満載　

曜日休日設定で各曜日を自由に平日／休日1／休日2に設定で
きるようになりました。

○スケジュール帳

目覚ましアラームの「繰り返し」設定に、祝日／休日にア
ラームを鳴らす／鳴らさないを追加しました。設定のし直
しがより軽減されます。

○目覚ましアラーム

オリジナルマナーモード設定時の「バイブレータ」設定に、
「個別設定に従う」を追加。電話着信時だけバイブレータ、
ということも可能になりました。

○マナーモード

キー確認音と、開閉操作音の設定を別にしました。これに
より、開閉操作音だけをONにすることも可能です。

○キー確認音

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

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。

ケータイに2つの番号を持てる2in1®

＊ご利用にはお申込みが必要です。

ケータイを傾けて操作する直感ゲーム※に対応しました。感覚

的な操作で楽しめます。

感覚的な操作で楽しめる直感ゲーム™

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

メール受信することができます。対象エリ

アにいるお客さまは月額使用料、通信料

などは一切無料で情報を受信できます。

緊急速報「エリアメール®」に対応

＊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」等の
場合は受信できないことがあります。

WORLD WING®（3G＋GSM）に対応

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。F906 iでは、3G対応エリア（世界56

の国・地域）※に加え、GSM対応エリア

（世界158の国・地域）※でも利用可能です。

※2008年4月24日現在。

※F906iはジェスチャーテックの技術を搭載しております。
Copyr ight© 2006 -2008 ,  Ges tureTek ,  Inc .  A l l  R ight s  Reser ved .

デコメ絵文字を1000件プリインストール

動きのある個性的な絵柄が楽しめるデコメ絵文字（絵文字D）。

F906 iには、そんなデコメ絵文字を100 0件プリインストール

しました。嬉しい気持ちや、悲しい気持ちの表現はもちろん、

なかなか言葉に言い表せない気持ちも、10 0 0件のデコメ絵

文字があればきっと見つけることができます。

＊画像はイメージです。

有効320万画素カメラに
高輝度モバイルライトを搭載

オートフォーカス機能や、最大32段階約26倍のデジタルズー

ム、自動手ぶれ補正など、多彩な機能を備えた有効約320万画

素カメラに、新たにモバイルライトを新搭載しました。薄暗い

場所での動画・静止画撮影時に最適なのはもちろん、簡易ライ

トとしても活用可能です。

NEW

デコメール®コンテンツが
さらに充実

F906 iから、通常のデコメールに加え、デコメ®アニメのテンプ

レートもプリインストール。計35件の多彩なデコメアニメで、

よりいっそう自分の気持ちを伝えられます。

NEW

録画した番組や、お気に入りの音楽などの保

存に最適な大容量外部メモリmicroSDHC（別

売）に対応しました。4GB以上の保存が可能

です。もちろん、これまでのmicroSD（～2GB）も

利用できます。

大容量外部メモリ
microSD™HC（別売）対応

NEW

F906i新機能 F905iからの強化機能U PNEW

おはよう

幸せ

喜怒哀楽

頑張れごちそうさま

　ばいばい

クマゲーム 好き

遊ぼう

お嬢様

寂しい 内緒

©T2iE / Iwasak i



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。

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、大豆油インキを使用しています。

●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」「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」「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」「エリアメール」「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。
◎microSDHCはSDアソシエーションの商標です。
◎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。
◎「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。

◎「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」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。
◎「学研モバイル国語辞典」「学研モバイル和英辞典」は、学研編集の著作物です。
◎Google, モバイルGoogle マップは、Google,inc.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」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108×50×18.7mm（折りたたみ時）

約142g※1

音声通話：約210分

テレビ電話：約120分

約210分

約620時間

約340時間

FOMA／3G

GSM

FOMA／3G

2G

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：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。※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カード（別売）に保存されたWMAファイルはF906i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。※10：1曲あたりのデータ容量を1.5MBとした場合。※11：Word2007、Excel2007、PowerPoint2007のファイルは表示できません。

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 ●高速iモード通信（送受信）

●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）

●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］

■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

■ウォーキングチェッカー

■アバターメーカー™ for F

＋

数字4桁or8桁

■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：電池パックF10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：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。 ※4：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。 ※5：日本国内で使用ください。※6：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※6

■ 車内ホルダ 01

■ FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01

■ FOMA ACアダプタ 01／02※3

■ 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※4

■ 電池パック F10※1

■ リアカバー F27

■ 卓上ホルダ F24

■ 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

■ 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※4／P002※4

■ 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※4

■ FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※3

■ FOMA 室内用補助アンテナ※5

■ 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

●お問い合わせ・お申し込み先

●受信メール（最大1000件※4※6 10.3MB）
●送信メール（最大200件※4※6 2.9MB）
●同報送信（最大5アドレス）
●チャットメール
●デコメ絵文字プリインストール（1000種類）
●デコメアニメプリインストール（35種類※4）

●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]）
●オートフォーカス（静止画撮影のみ） ●接写 ●バーコードリーダー ●フォトライト ●手ブレ補正
●画質：静止画撮影3種類・動画撮影4種類 ●連続撮影※7（2～9枚） ●静止画編集 ●静止画ファイル形式（JPEG）
●フレームレート（最大30fps） ●動画撮影サイズ（QCIF、QVGA、VGA） ●動画ファイル形式（MP4、ASF※8） 
●動画切り出し ●フォルダ（最大100件［動画は最大10件］） ●フレーム付き撮影

●電話帳：F906i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
（Flash：最大1MB）対応 ●直感ゲーム ●WORLD WING（3G＋GSM） ●きせかえツール（VIVID UI™） ●microSD™カード（別売） ●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※11） ●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（ECOモード：320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、アラーム、テキストメモなど）
●視聴予約・録画予約（合わせて最大100件※4） ●内蔵メモリ（約30分）
●外部メモリ※5[microSD/2GB]（約640分）・[microSDHC/8GB]（約2560分）
●オフタイマー ●タイムシフト 

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808分［音声のみ］、着うたフル®：約1,395分、 WMA※9：約1,412分、Music&Videoチャネル：約1,395分［音声］・約351分［動画］） ●うた・ホーダイ対応 ●Music&Videoチャネル ●着うたフル®（約30曲※10） ●ポケットU ●iアプリムービー

セット時間数字1～60分

その他の機能

■日英版しゃべって翻訳 for F

■日中版しゃべって翻訳 for F

■地図アプリ

■モバイルGoogleマップ

■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

■太鼓の達人4 F

©2000-2008 NBGI

■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）＋
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。

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。F906i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

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。

＋

スケジュール／↑キー

MB09302008年4月現在

F906iの操作および本カタログのお問い合わせ先

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部

お問い合わせ先〈DoCoMo 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

151（無料）
　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。

TEL 03-3200-3166

＋

スケジュール／↑キー




