
超美麗！映像エンタテインメント

T-01D
REGZA Phone



防水
（IPX5/8※）

超美麗！映像エンタテインメント
T-01D

＊画像はイメージです。　 21　＊画像はイメージです。

感動に 満ちた、映像美の世界へ。

レグザリンク＆モバイルレグザエンジン5.0で
映像をもっと楽しく、もっと美しく！

サクサク操作を実現する      1.2GHz高性能デュアル
コアCPU&高画質1310万       画素カメラ

使いやすさをサポートする新ヒューマンセントリックエンジンや
指紋センサーなど富士通が誇る充実の機能

場所も時間も選ばず自由に映像を楽しみ尽くす新たな世界へ。最新高画質
化技術“モバイルレグザエンジン5.0”が、様々な動画になめらかで精緻な映像
美を叶えます。驚きの映像エンタテインメントで、極上の歓びを感じてください。

※防水については、P.23、P.29をご覧ください。＊iモードには対応しておりません。spモードでiモードのメール　　 アドレスが使用できます。詳しくはP.25 をご確認ください。＊掲載の内容はAndroid2.3バージョンの内容です。
※防水性能IPX5/8に対応。ご使用の際はリアカバーやキャップ（外部接続端子カバー）が確実に閉じているかご確           認ください。防水性能を維持するため、異常の有無に関わらず、2年に1回部品の交換が必要となります（有料）。



4.3インチの大画面HD液晶でいつでも
高精細な映像を楽しめます。

大画面HD液晶

暗証番号代わりに指でサッと認証。カンタン操作で高い
セキュリティを保持。

指紋センサー

映像やWebの視聴を楽しむのに適した、
ハイスペックを象徴するクールな
スクエア基調のフォルム。

スクエアフォルム

極彩色の映像美からインスパイアされた鮮やかなカラー。

THE ATTRACTIVE COLOR
高画質テレビの映像をそのまま切り出して手のひらにおさめたような、極上の映像体験。

THE MOBILE THEATER

＊画像はイメージです。　 43　＊画像はイメージです。
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モバイルレグザエンジン5.0

スマートフォンからTVまで<レグザ>の映像技術をいつでもどこでも。

精緻で高精細な映像を、あなたの手のひらに。

もっと自由な視聴スタイルを楽しむ、

新たなレグザワールドのはじまりです。

＊画像はイメージです。　 6

映像の美しさを忠実に再現

＜レグザ＞の映像美をスマートフォンで。

5　＊画像はイメージです。

次世代の視聴スタイル レグザワールド

各機器間を横断して迫力の映像体験

レグザリンク・シェア
家中どこでもホームシアターに

ストリーミング視聴　
エンタテインメントを持ち運ぶ

持ち出し視聴　



高画質1677万色フルカラー対応
HD画質の映像の色・輝度・コントラストなどを最適化し、

1677万色のフルカラーで映像をより美しく楽しむことができます。

［2Dカラーマネジメント］

T-01C

［3Dカラーマネジメント］

T-01D

映像の明るさを解析し、その

映像がいちばん自然な色に

仕上がる最適な色補正処理

を自動で行うことができま

す。明るさによらず、鮮やか

で色域豊かな映像を再現す

ることができます。

3次元カラーマネジメント

［補正前（元映像）］［補正前（元映像）］

［解析］

［色補正処理］

シーンに応じて最暗部・最明部を自動調整し、立体感・奥行き感のある映像を描き

出します。

モバイル質感リアライザー&階調感復元

【あらゆる映像で、暗部も明部もしっかり再現】

ほの暗いシーンでは暗部の階調

性を高め再現力をアップ。肌の

色合いも、より見た目に近い表

現が可能です。

【暗い部分の階調や肌色の表現を豊かに】

OFF ON より人肌に近い色合いを
表現

暗い部分がつぶれず、
ディテールを再現し、
奥行き感を表現

光の反射部分の明るさを
保ちながら、
白飛びすることなく
表情豊かに表現

モバイルレグザエンジン

映像中の明るさの違いで、
補正後の発色に差が生じる

さらに進化したモバイルレグザエンジン5.0

＊画像はイメージです。　87　＊画像はイメージです。

液晶テレビ＜レグザ＞をベースに、スマートフォンに最適化した機能を搭載。

720p対応、モバイル質感リアライザー、階調感復元、3次元カラーマネジメントなどの

新機能を加えた最新の高画質化技術です。スマートフォンでも撮影した動画や

ワンセグなどを、最高の映像美で存分に楽しめます。



＊画像はイメージです。　10

周囲の明るさに合わせ、明るさ自動調整機能と連動して、明るい場所ではハイコン

トラストに、暗い場所では暗部をつぶれないように見やすく調整します。

オート画質調整

モバイルレグザエンジン5.0の高画質化技術で、自然でなめらかなワンセグ視聴を

実現。クオリティの高い映像を大画面で楽しむことができます。

なめらかワンセグ再生
＜レグザ＞※とREGZA Phoneを繋いで、録画した地デジ番組を高画質720pで家の中
でストリーミング視聴することができます。高画質な地デジ番組を、家中でいつでも

どこでも楽しめます。また、リアルタイムに番組を高画質でライブ視聴できます。

ストリーミング視聴（DTCP-IP対応）

レグザブルーレイ※で録画した番組をREGZA Phoneに保存し、外出先でも高画質720pで
視聴できます。通勤や待ち時間など、いつでもどこでも高画質な地デジ番組を楽しめます。

持ち出し視聴

外出時

レグザブルーレイからREGZA Phoneまたは
microSDに地デジコンテンツをコピー

高度なリアルタイム画像処理で元画

像を正確に復元。臨場感のある画像を

再現でき、ディテールまで精緻で美し

い映像に調整します。

超解像技術
ONOFF

輪郭のギザギザ感をなめらかにするとともに、輝度変化を抑え、ちらつきの少な

い映像を実現します。

3次元ノイズリダクション

1コマ 2コマ 3コマ 1コマ 2コマ 3コマ

※対応機器について、詳しくは東芝ホームページ［http:// www.toshiba.co.jp/regza］
をご覧ください。＊本機能を使用する場合、ホームネットワーク（LAN）を構築し、各機器
を接続する必要があります。＊コンテンツによってはやり取りできない場合があります。

Kitchen

Bedroom

Bath room

ONOFF

9　＊画像はイメージです。

暗い場所明るい場所

さらに進化した
モバイルレグザエンジン5.0

場所を選ばず映像体験
レグザリンク・シェア

ルーター

【お風呂での利用について】 T-01Dはメーカー独自の試験基準に基づき高湿度条件下（浴室など）でご利　　　　   用いただけることを確認しておりますが以下の点にご注意しご利用ください。●せっけんやシャンプー、
入浴剤の入った水など水道水以外のものをかけたり、水道水以外のものに浸けたりしないでください。それ               ら が付着してしまった場合、   直ちに常温の水道水で洗い流してください。●湯船（温水）に浸けたり、落下さ
せたりしないでください。誤って落下させてしまった場合は、直ちに取り出してください。●湿気の多い場所                   に長時間放置しないでください。ご使用後は、浴室から取り出しておいてください。●温水のシャワーを
直接かけないでください。●サウナでは本機を利用しないでください。●寒い屋外から暖かい浴室などに急に   本機  を                         持ち込まず、一度室内に置いて本体が温まってから持ち込んでください。●浴室内では充電を行わないでください。

※対応機器について、詳しくは東芝ホームページ［http://www.toshiba.co.jp/regza］をご覧ください。
＊本機能を使用する場合、ホームネットワーク（LAN）を構築し、各機器を接続する必要があります。明度差があり、映像がちらつくため、見にくい 一定の明るさでちらつきがなく見やすい



＊画像はイメージです。　1211　＊画像はイメージです。

高速・高性能1.2GHzデュアルコアCPUを搭載。圧倒的な処理性

能で、動画視聴もアプリも、ストレスなく快適に楽しめます。

1.2GHz高性能デュアルコアCPU搭載

指に吸いつくような、なめらかな操作感を実現する優れた追従性で、スクロー

ルやメニュー操作などタッチ操作がスムーズに行えます。さらに、操作感を向上さ

せる「スーパーグライドコーティング」を採用。タッチパネルに施された特殊表面

処理により、滑るようなタッチ操作を実現しました。

対応エリア内においては受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbpsの高速パケット

通信が可能です。

＊通信速度は送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。ベストエフォート方式による提供となり、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。送信時最大5.7Mbpsに対応したエリアについ
て詳細はドコモのホームページをご確認ください。FOMAハイスピードエリア内であっ
ても、場所によっては送受信ともに最大384kbps通信となる場合があります。FOMAエリ
ア内でのFOMAハイスピードエリア外においては、送受信ともに最大384kbpsの通信と
なります。

HDMIケーブル（別売）※を利用すれば、REGZA Phoneのコンテンツをテレビに出
力可能です。撮影した写真やダウンロードした動画、Webページなどをテレビの大

画面に映し出して、家族や仲間みんなで楽しめます。

HDMI

ホームシアターに相当するバーチャル5.1ch サラウンド※で映画館やコンサート
ホールで体験するような感動的なサウンドをどこでも楽しむ事ができます。

Dolby®Mobile v3

HDMI マイクロプラグ（タイプD）

※店舗によって取り扱い状況が異なりますので、ご来店前にあらかじめご確認ください。

サクサクタッチパネル®

HIGH-SPEED

Bluetooth®

Bluetooth対応製品と連携して、ワイヤレスで情報をやり取りすることができます。

ハンズフリー通話を利用すれば運転中や作業中など手がふさがっていても通話す

ることができます。

＊すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。
対応プロファイル：SPP、OPP、HFP、HSP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HＤP

フルHDムービー対応
フルHD（1920×1080）サイズのムービー撮影が可能。

大画面でフルハイビジョンの美しい動画が楽しめます。

＊フルHDサイズの撮影動画保存はmicroSDカード（別売）をご利用ください。

※ステレオイヤホン（別売）接続時のみ利用できます。

VGA
（640×480）

HD（1280×720）

よりキレイに！

フルHD（1920×1080）画面サイズの比較

美しい動画を撮影・視聴驚異の処理能力で余裕の動作
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一眼レフのように背景のボケの度合いを強調し、被写体が浮かび上がるような印

象的な撮影をすることが可能です。

ぼかし強調モード シャッターを1回押すと7枚の写真を高速連写。その中からベストな1枚を自動的

にセレクト。大切な瞬間を逃さず撮影できます。

ベストショットセレクト

保存された写真・動画を日付や場所などで自動分類。表示したい
写真をカンタンに探すことができます。

マイコレクション

裏面照射型CMOSセンサー「Exmor R for mobile」、

高感度、低ノイズ化と多彩な撮影機能を実現する画

像処理エンジン「Milbeaut Mobile」を採用し、静止画

も動画も一眼レフ並みに美しく、高精細な写真や動

画が撮影できます。

シャッターを押している間中、連写ができるのでシャッターチャンスを逃しません。

メモリ容量いっぱいまで連写を続けることが可能です。

クロマキーやジオラマなど特殊なフィルター機能を11種類搭載。自慢したくなるよ

うなこだわりの1枚が撮影できます。

一眼レフやデジカメ市場でトレンドのHDR合成に対応。露光時間の違う2枚の写真

を同時に撮影・合成し、実際に目で見る鮮明で美しい写真をそのまま記録できます。

ハイダイナミックレンジ（HDR）合成

F

F

Exmor®R for mobile /Milbeaut® Mobile

＊動画ファイルは日付の分類にのみ対応です。
　  は、「Fイチ押しApps」より、別途ダウンロードする必要があります。

無限連写

アートカメラ

HDR合成

局所階調
最適化

短時間露光
（空がきれい）

長時間露光
（建物がきれい）

OFF ON

元画像 ジオラマ

クロマキー クロスプロセス

ジオラマ ソフトフォーカス

トイカメラ 魚眼

ビビッド モノクロ

セピア ダーク

アンカラフル

＊撮影サイズは、VGA・3Mで、保存先は、microSDのみに限ります。

13　＊画像はイメージです。

高機能を凝縮したハイスペック1310万画素カ メラ
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NX! comfort UI

カテゴリへの登録、
変更をカンタン操作で！

カテゴリ名を
自由につけられる！

シーンによって自分らしいお気に入りのホーム画面を使いわけることができます。

ホーム画面

様々なアプリケーションをカテゴリ分けすることができます。好きなカテゴリ

名をつけられるので便利です。

アプリケーションランチャー

ドック機能
どのホーム画面からでもお気に入りのアプリをいつでも簡単に起動すること

ができます。最大4個のアプリケーションを好きな位置に配置することが可能です。

カンタンフォルダ作成
アプリを管理＆整理しやすいカンタンフォルダ作成に対応しました。ホーム画

面上で２つのアプリアイコンを重ねるだけでフォルダが作成できます。フォル

ダをタップすると吹き出し形式でフォルダ内のアプリが表示されます。

富士通が独自にカスタマイズし、使いやすさに徹底的にこだわった
ユーザーインターフェース。

仕事中は 通勤中はオフタイムは
休みの日はいつでも
SNSをチェック。

友達と楽しくやり取り。

通勤時間はYouTubeで
お気に入りの動画を
見てヒマつぶし。

仕事中は画面に検索
ウィジェットを貼り
シンプル＆便利に。

ドックによく使う
アプリを配置

どのホーム画面からでも
好きなアプリを起動

細部までこだわった便利なオリジナルインター フェース
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誰もが見やすい視認性。視覚

電話相手の声を聞き

やすくしてくれます。

人ごみで騒音を感知

すると、音域ごとに相

手の聞こえにくい声を強調し、聞

きとりやすく変換します。

自分に最適な聞きやすさ。聴覚

自然でスムーズな操作性。触覚

照度センサーで明るさを感知し、周囲

に合わせて画面を最適な輝度に自動で

調整します。

明るさ自動調整

NX!input

識字性にこだわったユニバーサ

ルデザインフォントをプリイン

ストール。濁点・半濁点や文字の

はなれた部分が明確になり、読み

やすさが格段に向上しました。

ユニバーサルフォント

数字や絵文字などの切替が不要なので、直感的にすばやく文章を作成できて便

利です。さらに、テンキーの上から手書きで文字入力が可能。また、高性能な日本

語入力システム「ATOK」を採用しています。

スーパーはっきりボイス3

あらかじめプリセットされた

音声を聞き、その中から聞きや

すいものを選ぶことで、利用者

個別の耳年齢を判定し、耳年齢

に応じた音質補正を行うこと

ができます。

あわせるボイス2

相手の話す声がゆっくり聞こえ

るようにし、より聞き取りやすく

します。相手が早口で話しても聞

き取りやすいので安心です。

ゆっくりボイス
2つのマイクを搭載し、周囲の騒音を感

知すると、自動的に雑音を抑えて、自分

の声をクリアな音声で相手に届けられ

ます。

スーパーダブルマイク

ぴったりボイス
歩行中や走行中、新幹線乗車中に、通話

時の状態を自動検知し、通話音声を最適

な聞きやすさに自動調整。行動を検知し

て電話相手の声を聞きやすくします。

あわせる
ボイス2

簡単に絵文字を
入力できる

テンキーで
文字入力中に…

絵文字を
手書き

※ 新幹線の車内ではマナーモードに切り
替え、通話はお控えください。

新幹線のデッキ※歩行中照度
センサー

一人ひとりに「使いやすさ」を提供するヒューマン セントリックエンジン
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すこやかな毎日をサポートするアプリ。センシング

測定
筋肉の状態 /
バランスを
測定

判定
・からだの
歪み診断
・アドバイス

対策
・トレーニング
・ストレッチ

●脂肪のつきやすいところ

●未来予想図

●総合得点

●からだバランス

●筋肉の固いところ

測
定
結
果

診断結果 アドバイス

設定時間帯（時間は任意で設定できます）

覚醒

睡眠

アラームを再生 アラーム設定時刻富士通のセンシング技術でからだのバランスをチェック。チェックした結果を元

に「ミスユニバースジャパンビューティースクール」が監修したバランス改善のた

めのアドバイスやトレーニング法を提供し、美ボディづくりをサポートします。

ビューティーボディクリニック

好評の歩数&活動量カウンタを搭載。毎日の歩数のグラフ表示・健康支援アドバ

イスに加え、脈拍や自己ベスト/自己ランキングの記録も可能です。

からだライフ
マラソンランナーの高橋尚子さんが監修したウォーキングとランニングのフォーム

診断で、あなたに適切なアドバイスを表示し、毎日の運動をサポートします。

高橋尚子のウォーキング/ランニングクリニック

スッキリ目覚まし
加速度センサーとマイク(音響)を組合せ、睡眠中の体動・呼吸・覚醒状態を検知。

枕元に置いておくだけで、眠りが浅い時にアラームを鳴動し、スッキリ快適な

目覚めを促します。

19　＊画像はイメージです。 　  は、「Fイチ押しApps」より、別途ダウンロードする必要があります。

F

F

F

　  は、「Fイチ押しApps」より、別途ダウンロードする必要があります。F

一人ひとりに「使いやすさ」を提供するヒューマン セントリックエンジン
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Wi-Fiテザリング
スマートフォンがWi-Fiアクセスポイントルーターになる「テザリング」機能に対

応。いつでもブロードバンド環境が作れるので、外出先でもPCやポータブルゲーム

等のインターネット対応機器※を快適に利用することができます。

アプリロック「Data Defender」
アプリごとにロック設定ができます。アプリ起動時に認証操作が必要になるた

め、高いセキュリティを保ちます。例えばspモードメールや電話帳にロックをかけ

ることで大切な個人情報を守ります。指紋センサーを使って、簡単に解除すること

もできます。

パスワードマネージャー
ブログや会員サイトなどに登録している複数のID・パスワードのセットを一括管

理できます。複雑なパスワードを覚える必要がなくなり、パスワード忘れや間違

いを防ぐことができます。ID・パスワードはT-01D内部で暗号化して記録して

いるので、万一の時も安心です。

指紋センサー
REGZA Phoneに待望の「指紋センサー」を搭載

しました。暗証番号代わりに指でサッと認証。カ

ンタン操作で高いセキュリティを保持します。画面

ロックも指紋センサーでストレスなく認証できます。

F-LINK
ネットワークを使ってスマートフォン、iモードケータイ、タブレット、PCとワイ

ヤレスでデータのやり取りが可能。写真や動画はもちろん、オフィス文書など

の送受信もスムーズです。

FMトランスミッタ
近くにあるカーオーディオやオーディオコンポ

に電波を飛ばして、スマートフォンで再生して

いる音楽を聴くことができます。手軽に臨場感

あふれる音を楽しめます。

USB機器接続対応で、USBメモリ※1やUSB接続HDD※1、マスストレージクラスに対応し

たデジタルカメラなどを、スマートフォン本体に直接接続※2できます。大容量データ
のバックアップや受け渡しが手軽に行えます。

USB機器接続

※1 FAT32フォーマット機器に対応。
※2 接続には別途専用のケーブル（別売）などが必要になります。なお、すべてのUSB機器
との接続を保証するものではありません。

♪♪

オーディオコンポ

♪♪

カーオーディオ

　  は、「Fイチ押しApps」より、別途ダウンロードする必要があります。
＊対応機器およびPC側F-LINKソフトについては富士通公式HP（FMWORLD）をご覧ください。

※最大8台まで接続可能です。
＊ご利用にはspモードのご契約が必要です。 ＊通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・
ホーダイ フラット」などのパケット定額サービスへのご加入を強くお勧めします。 ＊「パケ・ホー
ダイ フラット」などのパケット定額サービスにご加入の場合、パケット通信料は、「パソコンなど
の外部機器を接続した通信」として課金されます。 ＊テザリングを有効にした場合、外部機器が
接続されていない状態でも、すべてのパケット通信が「パソコンなどの外部機器を接続した通信」
となりますので外部機器での通信が終了次第、テザリングを無効にすることを強くお勧めしま
す。＊テザリングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境によっては外部機器
においてアプリケーション（ブラウジング・ゲームなど）が正常に動作しない場合があります。

多彩な連携機能でデータ共有 個人情報もしっかり保護

F

F
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iモードケータイと同様に、使い慣れた便利な機能をスマートフォンでも簡単に使う

ことができます。

iモードケータイ便利機能

音声ファイルや動画ファイルに対応している本格マルチメディア辞書を搭載しま

した。広辞苑やリーダーズ英和辞典など、ハイエンド電子辞書専用機と同等の本格

有名辞書をフルに使用できます。知りたい用語を複数の辞書で一気に検索できる

「一括検索」も使えます。

壁紙やデコメなど、豊富なコンテンツが満載！人気のコンテ
ンツを毎週追加・更新しています。

安心の防水性能IPX5/8に対応。万が一の

水濡れでも、安心して使うことができます。

防水性能（IPX5/8※）

富士通モバイル統合辞書+ @Fケータイ応援団

おサイフケータイワンセグバーコード
リーダー

赤外線通信

毎日を支える便利な機能やアプリケーション

※ご使用の際はリアカバーやキャップ（外部接続端子カバー）が確実に閉じているかご確
認ください。 ※防水性能を維持する為、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換が
必要となります（有料）。 ※IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離か
ら12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機
としての機能を有することを意味します。 ※T-01DにおいてIPX8とは、常温で水道水の
水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機とし
ての機能を有することを意味します。

＊一部の辞書は、ダウンロードによる提供となります。

＊別途、パケット通信料がかかります。

FUJITSU APPS MARKET

富士通独自のアプリをはじめ、Android マーケットからのおすすめアプリ

を紹介する富士通オリジナルのマーケットです。定期的な更新でアプリの

レビューを実施中！

大人気キャラクター「くーまん」のアプリなど、
新コンテンツを続々配信予定！！

@Fトップ画面

［壁紙］

FUJITSU APPS MARKET
トップ画面

Market



spモード dマーケット

アプリがグループ分けできるので探しやすく、最近使ったアプリもひと目でわか
る。自分好みのグループを作り、色分けしたり、アイコンを並べ替えたり、カスタマ
イズも可能。着せ替えにも対応いたしました。

docomo Palette UI

アメリカでもハワイでも中国でもいつもの電話で通話はもちろん、メールやイン
ターネットが使える！

WORLD WING（3G+GSM）

SERVICE

25 ＊画像はイメージです。　26

＊別途パケット通信料がかかります。また、アプリケーションによっては、自動的にパケッ
ト通信を行う場合があります。紹介しているアプリケーションは一部有料のアプリケー
ションが含まれる場合があります。＊携帯電話料金のお支払い状況によっては、「dマー
ケット」のコンテンツをご利用になれない場合があります。＊「dマーケット」上のコンテン
ツは、VIDEOストア、BOOKストアを除き、各コンテンツ提供者が提供するものです。

スマートフォンに無限の楽しさが広がるコンテンツマーケット。「VIDEOストア」
「BOOKストア」「MUSICストア」「アプリ＆レビュー」の4つのストアから、お好み
のコンテンツをタイトル毎の課金や毎月定額で見放題で利用できる。

＊WORLD WINGの通話・通信料は国内での通信を対象とした各種割引サービスの適用対象外です。

＊iモードの各種サービスはご利用になれません。＊ご利用には、月額使用料315円（税
込）が必要です。＊iモードの解約とspモード契約のお申込を同時に行う場合に限り、
iモードのメールアドレスの引継ぎが可能です。＊家族間無料メールには非対応です。

＊本サービスに対応したコンテンツに限ります。

＊ご利用には電話帳バックアップアプリのダウンロードおよび初期設定が必要です。
＊バックアップ可能なデータには制限があります。

■メールサービス
iモードのメールアドレス（＠docomo.ne.jp）をスマートフォンでご利用いただ

けます。またメール自動受信に対応しています。絵文字やデコメールにも対応

しています。

■インターネット接続サービス
dメニューや、インターネットのホームページを閲覧したり、音楽やゲームな

どのコンテンツをダウンロードすることができます。

■spモード決済サービス
スマートフォンコンテンツを購入する際の代金を、毎月のドコモのケータイ

料金と一緒に支払うことができます。

■電話帳バックアップサービス
万一の紛失や削除の際も安心。スマートフォンに保存されている電話帳データ

をバックアップセンターに自動で定期的に預けることができます。

＜オプションサービス＞
「メールウイルスチェック」／「アクセス制限サービス」
「公衆無線LANサービス（月額使用料315円）」

アプリケーションのインストール時などにスキャンを実行してウイルスが検出された
際に、注意喚起メッセージを表示することで、スマートフォンをウイルスの脅威からま
もります。また、「インストールされたアプリケーション、SMS、microSDカード、
パソコン等とのUSB接続」を通して侵入するウイルスをスキャンします。

ドコモあんしんスキャン

月額使用料 無料

お申込み 不要

＊McAfee,Inc.又はその関連会社が提供するアプリケーションをダウンロードする必要が
あります。＊アプリケーションのダウンロード及びウイルス定義ファイルの更新は、パ
ケット通信料がかかります。＊すべてのウイルスの検出を保証するものではありません。

①アプリケーションのインストール時に自動でスキャン！

②定期的に自動でスキャン！

③新しいウイルスに対応！
スマートフォンを海外で利用するための面倒な設定がこれひとつで解決！
海外事業者設定・データローミング設定が簡単にできます！

ドコモ海外利用アプリ

＊初回起動は必ず国内で行ってください。＊国内パケット定額サービスのご契約状況は、
お客様ご自身で事前にご確認いただいた上でご利用ください。
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※ IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時
間入れてかくはんさせ、取り出した時に電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

ドコモminiUIMカードでのみご利用いただけます。ドコモUIMカード（FOMAカード）ではご利用いただけ
ません。なお、ドコモminiUIMカードは、対応機種以外ではご利用いただけないほか、ドコモUIMカード
からのご変更の場合は、ご利用のサイトやデータ等の一部がご利用いただけなくなる場合があります。

（　 　　　　　　）

サイズ（H×W×D）

質量

連続通話時間

連続待受時間

ディスプレイサイズ

カメラ

CPU

メモリ

OS

 指紋センサー

 防水／防塵※

 おサイフケータイ

 ワンセグ

 GSM

 赤外線

 GPS

 DLNA 連携

 USB 機器接続

 HDMI

 Bluetooth

 

 Wi-Fi

﹇
そ
の
他
機
能
﹈

約129×64×8.8mm( 最厚部 9.8mm)

約 120g

4.3 インチ HD(720×1280)

1.2GHz Dual Core

RAM 1GB　ROM 4GB

Android 2.3

○

○(IPX5/8、IP5X)

○

○

○

○

○

○

○

○

○(IEEE802.11b/g/n)

3G：約 330 分
GSM：約 380 分

3G：約 400 時間
GSM：約 290 時間

アウトカメラ：1,310 万画素　CMOS
インカメラ：32 万画素　CMOS

SPP、OPP、HFP、HSP、HID、
A2DP、AVRCP、PBAP、HDP

○

OPTION SPEC

○T-01D（リアカバー T05、保証書含む）
○電池パック F24
○PC接続用USBケーブル T01

○FOMA充電microUSB変換アダプタ T01
○卓上ホルダ F34
○microSDカード2GB（試供品）

主な仕様

◎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 端末と接続するには、FOMA充電microUSB変換アダプタ T01が必要です。※2 端末と接続するにはiモードコネクタ
の場合、FOMA充電microUSB変換アダプタ T01、USB端子の場合、PC接続用USBケーブル T01が必要です。

○FOMA海外兼用ACアダプタ 01※1

○骨伝導レシーバマイク 02
○車載ハンズフリーキット 01
○ワイヤレスイヤホンセット 02
○FOMA　補助充電アダプタ 02※2

○microSDメモリーカード（64M／P）
○microSDメモリーカード（64M／San）
○キャリングケース 02
○ポケットチャージャー 01
○FOMA乾電池アダプタ  01

○電池パック　F24
○リアカバー　T05
○FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01
○卓上ホルダ F34
○PC接続用USBケーブル　T01 　　
○Bluetoothヘッドセット　F01
○Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ　F01
○FOMA　ACアダプタ 01※1

○FOMA　ACアダプタ 02※1

○FOMA　DCアダプタ 01※1

○FOMA　DCアダプタ 02※1

T-01D オプション

※1 iモードの各種サービスはご利用になれません。ご利用には月額使用料315円（税込）が必要で
す。※2 通信速度は送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。ベストエフォート方式による提供となり、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。※3 ご利用にはspモードのご契約が必要です。 通信料が高額になる場
合がありますので、「パケ・ホーダイ フラット」などのパケット定額サービスへのご加入を強くお勧めし
ます。 「パケ・ホーダイ フラット」などのパケット定額サービスにご加入の場合、パケット通信料は、「パ
ソコンなどの外部機器を接続した通信」となります。 なお、テザリングを有効にした場合、外部機器
が接続されていない状態でも、すべてのパケット通信が「パソコンなどの外部機器を接続した通信」
となります。外部機器での通信が終了次第、必ずテザリングを無効にしてください。詳しくは21ページ
をご覧ください。※4 対応プロファイル：SPP、OPP、HFP、HSP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP

○ / ○

○

ー

○○

○○

○○IPX5/8等級○○

7.2Ｍbps/5.7Ｍbps

サービス／機能対応表 対応「◯」、非対応「ー」

おくだけ充電docomo Palette UIエリアメール

WORLD WING
（3G＋GSM）

デコメ絵文字pop/
デコメピクチャpop

Wi-Fi
（無線LAN）通信速度※2 テザリング※3

○

Bluetooth※4

ワンセグ防水おサイフ
ケータイspモード※1 赤外線通信

T-01D 本体付属品

T-01D



＊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。［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〉］
＊掲載の商品の写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

TEL 03-3200-3166富士通株式会社 モバイルフォン事業本部
【T-01Dの操作および本カタログのお問い合わせ先】

総合お問い合わせ 〈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上、おかけください。

本カタログの内容は2011年10月現在のものです

ドコモの携帯電話からの場合 一般電話などからの場合

0120-800-000
＊一部のIP電話からは接続できない場合があります。

（局番なし）1   5    1   （無料） 受付時間
午前9：00～午後8：00（年中無休）

＊一般電話などからはご利用になれません。

29 　30

【Bluetooth/Wi-Fi（WLAN）機器使用上の注意事項】本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科
学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特
定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。 1. 本製品を使用する前
に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波
干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。 3. その他、ご
不明な点につきましては、次の連絡先へお問い合わせください。ドコモ総合問い合わせ先：　　0120-800-000 ＊携
帯電話、PHSからもご利用になれます。

【Bluetooth/Wi-Fi（WLAN）機器との電波干渉について】Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g/n）は同一周波
数帯（2.4GHz）を使用するため、Bluetoothを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、
雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。●FOMA端末やワイヤレス接続
するBluetooth機器は、無線LANと10m以上離してください。●10m以内で使用する場合は、ワイヤレス接続する
Bluetooth機器の電源を切ってください。

ご利用にあたってのご注意
● FOMA本体、電池パック、ACアダプタ、ドコモminiUIMカード（FOMAカード）などのオプション品は、ご使用前に必ず「取
扱説明書」をよくお読みください。 ● T-01Dはｉモード機能（ｉモードメール、ｉモードのサイト（番組）への接続、ｉアプ
リ®など）には対応しておりません。 ● 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。 ● 連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態で使用できる時間の目安であり、連続待受時
間は、電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。画像の撮影や編集、ワンセグの視聴、メールの作成、メディ
アプレーヤー、Bluetooth機能の使用、データ通信などによって、通話（通信）・待受時間は、短くなります。 ● 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。 ● 電池パックの充電状態、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、または弱
い）などにより、通話（通信）・待受時間が半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。 ● お客様ご
自身でFOMA本体、ドコモminiUIMカード（FOMAカード）に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくだ
さるようお願いします。情報内容の変化・消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。 
● T-01Dはパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションによっては、お客様のFOMA本体の動
作が不安定になったり、お客様の位置情報やFOMA本体に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発
信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況につ
いて十分にご確認のうえご利用ください。 ● T-01Dは、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするた
めの通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、動画の視聴な
どを行うと、大量のパケット通信が発生します。このため、「パケ・ホーダイ フラット」などのパケット定額制サービスのご
利用を強くおすすめします（なお、「パケ・ホーダイ フラット」ご契約の場合、短期間で上限額に達します）。 ● 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、まれにお客様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。 ● 日本国内においては、ドコモの提供するFOMAネットワークサービス以外ではご使用に
なれません。 ● ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。 ● 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。 ● 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」「WORLD WING」「iモード」「パケ・ホーダイ」「spモード」「おサイフケータイ」「デコメ」「デコメール」
は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。◎Google、Android、YouTube、Androidマーケット、Google 
マップ、モバイル Google マップおよびAndroidロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。◎HDMIおよび
HDMIロゴはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。◎Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fiロゴおよび
Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。◎Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™およびWi-Fi Protected 
Setup™はWi-Fi Allianceの商標です。◎microSD、microSDHCおよびmicroSDロゴはSD-3C, LLCの商標です。
◎「Exmor」は ソ ニ ー 株 式 会 社 の 登 録 商 標 で す。◎Microsoft、Excel®、PowerPoint®は、米 国Microsoft 
Corporationの、米国またはその他の国における商標または登録商標です。◎Microsoft®Wordは、米国Microsoft 
Corporationの商品名称です。◎「Dolby」「ドルビー」およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。◎Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth 
SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。◎＜レグザ＞、＜レグザ
フォン＞、“REGZA”、“REGZA Phone”、“Mobile REGZA Engine”、“Regza Apps Connect”および“レグザリンク”
は株式会社東芝の登録商標または商標です。◎「Milbeaut」「ミルビュー」は、富士通セミコンダクター株式会社の
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。◎「サクサクタッチパネル」は、富士通株
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。◎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。

Bluetooth機能が使用する周波数帯
①2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
②FH：変調方式がFH-SS方式であることを示します。
③1：想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
④　　　　　 ：2400MHz～ 2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動
　体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

＜Bluetooth/ Wi-Fi（WLAN）の周波数帯について＞ 
端末が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。

Wi-Fi機能が使用する周波数帯
①2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
②DS/OF：変調方式がDS-SS方式、OFDM方式であることを示します。
③4：想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
④　　　　　 ：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体
　識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
＊航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

［ご使用にあたっての重要事項］
防水／防塵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。

［注意事項］
●常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。●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。●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。●落下させないでください。傷の発生などにより防
水／防塵性能の劣化を招くことがあります。●外部接続端子キャップ、リアカバー裏のゴムパッキンは防水／防塵性能
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。●付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。卓上ホルダに端末を差込んだ状態でワン
セグ視聴などをする場合、ACアダプタを接続していない状態でも、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで
は使用しないでください。●規定水流（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。端末はIPX5の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。●万が一、塩水や海水、清涼
飲料水がかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落
ちにくくなり、傷や故障の原因となります。●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。●端末を開いた状態で水中を移動したり、水面に叩きつけたりしないでください。●水道水やプー
ルの水に浸けるときは、30分以内としてください。●プールで使用するときは、その施設の規則を守って、使用してくだ
さい。●端末は水に浮きません。●水滴が付着したまま放置しないでください。電源端子がショートしたり、寒冷地では
凍結したりして、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。●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。故障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。●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、リアカバー裏のゴムパッキン
が傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。

［防水／防塵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。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。］

＜防水／防塵性能について＞

このカタログには植物油インキを使用しています。 2011.10
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