主な仕様

寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ）

約109×50×15.2mm（最厚部約17.8mm）

質量

約117g（電池パック装着時）

連続待受時間※１、２、３

FOMA/3G

静止時：約560時間／移動時：約360時間

GSM

静止時：約270時間

連続通話時間※２、３、4

FOMA/3G

音声通話：約210分／テレビ電話：約１１０分

GSM

約250分

ディスプレイ

約３.0インチ フルワイドVGA（４８０×８５４ドット） ２６２,144色

充電時間※5

FOMA

ACアダプタ

約150分

FOMA

DCアダプタ

ビジネスケータイ

約150分

※1 連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、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。移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、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。 ※2 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、通話や通信、待受の時間が約半分程度になる場合があります。 ※3 ｉモード通信、
ｉモードメールの作成、ダウン
ロードしたｉアプリの起動やｉアプリ待受画面設定などを行うと通話や通信、待受の時間は短くなります。※4 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の目安です。※5 充電時間とは、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA端末の電源を入
れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。

主な機能
テレビ電話※1・iモード関連機能／●FOMAハイスピード
（HSDPA） ●iメロディ®（最大500件※2） ●iアプリ
（最大100件※2） ●iモーション（最大200件※2） ●Bookmark（iモード、フルブラウザ合計最大
200件※2）●画面メモ（iモード、フルブラウザ合計最大100件※2）
※2※3
※2※3
メール関連機能／●受信メール（最大2,500件
）●送信メール（最大500件
）●同報送信（最大5アドレス）●デコメ絵文字®プリインストール（1,330種類）●デコメアニメ®プリインストール（50種類）
その他の機能／●電話帳:F-１０B本体（最大2,000件※2[5番号5アドレス]）
・FOMAカード（最大50件[1番号1アドレス]） ●スーパーはっきりボイス3&ゆっくりボイス ●サーチキー ●外部メモリー※4
（microSDTMカード[別売]/microSDHCTMカード[別売]）●赤外線通信 ●PDFビューア※5 ●ドキュメントビューア※5 ●加速度センサー ●ウォーキングチェッカー ●エクササイズカウンター ●FOMA
プラスエリア ●トルカ® ●2in1® ●ビデオクリップ（10Miモーション）●iコンシェル ●WORLD WING（3G＋GSM）●マチキャラ（プリインストールマチキャラ:ひつじのしつじくん®[執事コース]、STELLA、
リーフロボット、Moimoi） ●着もじ® ●iチャネル® ●プライバシービュー ●自動時差補正 ●自動時刻補正 ●スケジュール（最大2,600件※2） ●ケータイデータお預かりサービス ●おまかせロック®
●ケータイお探しサービスTM ●シンプルメニュー
※1 テレビ電話をご利用の際に自画像を相手に送信できません。※2 データ容量により変わります。※3 iモードメールとSMSの合計件数。※4 外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。※5 ファイルによって表示できない場合があります。

IPX5/IPX7/IPX8

オプション

対応

［本体付属品］■電池パック F17 ■リアカバー F52 ■卓上ホルダ F30 ■F-10B用CD-ROM
［オプション品］■FOMA USB接続ケーブル※1 ■FOMA 乾電池アダプタ 01 ■FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※1 ■FOMA ACアダプタ 01/ 02※2 ■マイク付リモコン F01※3 ■イヤホンターミ
ナル P001※4 ■平型スイッチ付イヤホンマイク P01※3/P02※3 ■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 ■イヤホンマイク 01 ■ステレオイヤ
ホンマイク 01 ■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※3 ■ステレオイヤホンセット P001※4 ■FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※2 ■FOMA 室
内用補助アンテナ※5 ■イヤホン変換アダプタ 01 ■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S 01 ■骨伝導レシーバマイク 01※3 ■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 補助充電アダプタ 01/02
＊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 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 ご利用にはイヤホンジャック変換アダプタ P001および外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01が必要です。 ※5 日本国内で使用してください。 ※6 F-10Bを利用/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。

プリインストール i アプリ
■モバイルGoogleマップ ■ヘルスチェッカー ■ドコモwebメール ■Start! iウィジェット ■iWウォッチ ■地図アプリ ■株価アプリ ■FOMA通信環境確認アプリ※
※ご利用になるには、ダウンロードする必要があります。ダウンロードする際、別途パケット通信料がかかる場合があります。＊すべてのコンテンツをお楽しみいただくにはアップグレードが必要な場合があります。アップグレードにはiモード情報料および別売の外部メモリー（microSD T Mカード
/microSDHC TMカード）が必要な場合があります。
「microSD」、
「microSDHC」はSD-3C,LLCの商標です。
＊各ゲームをご利用いただくには「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。

防水／防塵性能について
［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。●外部接続端子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を刻印されている矢印の方向にスライドさせ、
しっかりとロックされた状態であることを確認してから使用してください。
［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。●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。●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、内蓋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。●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。F-10B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。●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。●F-10B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。●F-10B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、内蓋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。］●ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保障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、保障の対象外となります。

指紋認証の特性とご注意
防水／防塵性能について
●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。

ご利用にあたってのご注意
●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。●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。●ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご利用になれません。●お客様ご自身でFOMA本体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。万が一、登録された内容が消失してしまうことがあっても、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。●FOMA本体、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。●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 ／フォーマ」
「iモード」
「iアプリ」
「ビジネスmopereあんしんマネージャー」
「iウィジェット」
「WORLD WING ／ワールドウィング」および「iウィジェット」ロゴ、
「i-mode」ロゴ、
「i-appli」ロゴ、
「ビジネスmopereあんしんマネージャー」
ロゴ、「HIGH SPEED」ロゴ、「WORLD WING」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。◎Microsoft、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、米国の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。◎microSD、microSDHCはSD-3C, LLCの商標です。◎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。

データリンクソフト
「ドコモケータイdatalink」
に対応
電話帳／メール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。
F-１０B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。

【F-10B 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

防水

TEL

ビジネスケータイF-10Bご導入に関するお問い合わせ先
（ドコモビジネスオンライン）
メールでの
お問合せ

http://www.docomo.biz
詳しくはコチラ

ビジネスドコモ

検索

ドコモ・ビジネスコールセンター
お電話での
お問合せ

0120-808-539

受付時間 : 平日午前9時〜午後6時（土・日・祝日・年末年始を除く）
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。※海外からはご利用になれません。

03-3200-3166

＊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。
［お問合せ受付時間／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。

このカタログには森林認証紙
（認証no.SA-COC-1577）大豆インキを使用しております。

２０１０年８月現在

MB189７

これからのビジネススタンダード

「防水＆セキュリティ」の
ビジネスケータイ

充実のセキュリティとビジネス向け機能を搭載

法人様のニーズに特化したビジネスケータイ誕生。
《ビジネスケータイ F-10B の特長》
ビジネス向けの機能を厳選

情報漏えいのリスクを軽減するためにカメラ機能などを削除しました。

充実のセキュリティ

指紋センサー、開閉ロックなどビジネスに不可欠な各種セキュリティ機能を搭載しました。

じん

安心の防水・防塵性能

水濡れやほこりの侵入に対する不安から解放します。

充実のビジネス向け機能

通話メモ、
ドキュメントビューア/ＰＤＦビューアなどの機能を搭載しました。

上質なデザイン

エグゼクティブ層にもご満足いただける、上質なデザインに仕上げました。

安心充実のセキュリティ機能

ビジネスの重要な情報や個人情報も確実にロック
ケータイの 重 要 な 情 報を守る

簡 単 に ケ ー タ イ を 自 動 ロック

指紋センサー

開閉ロック／オートキーロック

暗証番号を入力するかわりに、指紋で

閉じるたびにキー操作をロックする

ロック解除などを行うことができます。

「開閉ロック」、設定時間 ※ が経過す

特にセキュリティポリシーの高い企業

るまで無操作だった場合にキー操

ブラック

LOCK

ゴールド

お客様との大切な通話内容を自動録音

通 話 メモ

様にお薦めの機能です。

作を自動でロックする「オートキー

通話音声の録音が可能な「通話メモボタン」を搭載。通話相手と自分の両方の音声を同時に

＊あらかじめ指紋の登録が必要です。

ロック」機能を搭載しました。

録音することができ、後から通話内容を聞き返すことができます。録音した会話内容は、

＊指紋センサー部に水滴がついていると認識しない場合
があります。

です。

＊録音時間は全通話、1分間。手動録音や自動録音が設定可能です。
＊本体メモリへの録音（最大1分間×4件）の他、microSD TMカード（別売）を使用した場合には通話開始から通話終了までの全て

紛 失 時にも 安 心

カ ード を 紛 失 し て も 安 心

（カード容量による）の会話内容を録音することができます。

microSDTMカード（別売）にパスワード

N T Tド コ モ の 提 供 サ ー ビ ス

を設定できます。万が一、microSD TM

「 ビ ジ ネ ス m o p e r a あ んし ん

ケータイから
取り出しても

カードを盗難／紛失しても他のPCや
携帯電話では読み取れないので、大

及びmicroSDHCTMカードをご使用ください。上記
以外の場合はパスワード設定機能に対応していな
い場合があります。

マネージャー」は、遠隔操作で
ロック／データの初期化や、
メー

LOCK

切な個人情報が漏えいする心配もあ
＊SD規格Version2.00に対応しているmicroSDTM

＊自動録音設定をしていない場合でも通話中に押すことで、ボタンを押してから1分間または通話終了までの会話を録音できます。

ビジネスmoperaあんしんマネージャー

microSDTMパスワード機能

りません。

F-10B本体での再生のほか、PCにデータを移して再生することも可能です。

※５分、10分、15分、30分、1時間の設定が可能

ルや電話帳などの機能を利用停
止にすることができます
止にすることができます。

micro
SD

＊「ビジネスmoperaあんしんマネージャー」

microSD TMカード

は、NTTドコモにお問い合わせください。

通話内容が録音可能となります。
＊PCでの再生にはアップル社『QuickTime』のインストールが必要です。

は別途契約が必要な
ドコモのサービスです。
は別途契

遠隔操作

企業
管理者
※
〈遠隔初期化〉

全て初期化

＊契約内容やサービス利用料につきまして

＊1分間録音した場合のデータサイズは、おおよそ100KBです。4GBのmicroSDTMカード（別売）の場合には、合計で約660時間の

本体

micro
SD

※
〈遠隔カスタマイズ〉
〈遠隔カスタマイズ

強制利用設定や
機能制限もカンタン

開閉ロック

※遠 隔 初 期 化 および 遠 隔
カスタマイズは、オプション
機能（別料金）
となります。

ビジネスを支える信頼性能＆運用管理コストの抑制

安心の防水・防塵性能
防塵性能

外出時の急な雨にも安心の防水性能。ビジネスシーンに不可欠なコミュニケーション
ツールを水濡れの不安から解放します。また水濡れ・ほこり等による故障を低減し、運用
コストや修理コストの抑制につなげます。
※1 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。IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深
1mの所に携帯電話を静かに沈め、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です。F-10B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。
※2 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。

じ ん

外部
メモリー

利用

OK

ご利用者

FOMA
カード
利用

OK

指紋認証

＊遠隔操作ご利用イメージ

ビジネスシーンをサポート

「サーチキー」でカンタン検索
サーチキーを使えば、iモード・フル
ブラウザ・地 図・辞 書（国 語 / 英 和 /
和 英 ）などで 調 べ た いことを 簡 単
検 索。F - 1 0 B 本 体 の 操 作 方 法を調
べることも可能です。

通話メモ

充実の基本機能
聞きとりやすい音質に調整
ス ー パ ー はっきりボ イ ス３
騒音の種類に応じて聴こえやすくす
る音声強調技術を搭載。騒がしく、
音 声 が 聞 き取りにくい 環 境 で も、
聞きとりやすい音質を実現しました。

ドキュメントビューア/
PDFビューア
Word・Excel・PowerPoint・PDFの
閲覧ができます。Microsoft® Oﬃce
2007形式の文書閲覧にも対応し、
ビジネスシーンでの活躍の場が広
がります。
＊データによっては正しく表示できないことがあり

防水：IPX5/IPX7/IPX8 対応※１
防塵：IP5X 対応※２

クイックスケジュール
新 規スケジュー ル 登 録 の 際 に は、
日時分を8桁の数字で入力し、スケ
ジュールキーを押すだけで簡単に
スケジュールの登録画面を開けます。
＊12月3日の16時に予定を登録したい場合には、
「12031600」と入力し、スケジュールキーを
押します。

ます。

サーチキー

エクササイズカウンター（活動量計）
＆
ウォーキングチェッカー（歩数計）

3

＊Microsoft® Oﬃce 2010形式には対応しており
ません。

電話帳に内線アイコンを追加

日常生活の正確 ※1 な消費カロリー量が測定できる活動
量 計を搭 載。さらに歩 数 計も搭 載し、ビジネスタイム
での行動がそのままエクササイズになります。

電話帳に内線アイコンを追加。内線
サ ービス利 用 時 に、携 帯 電 話 の 番
号と区 別して内 線 番 号を登 録でき
ます。

※1 キャリングケースなどを用いて腰の位置に固定した場合。

＊内線サービスを利用するためには、NTTドコモの
「オフィスリンク」へのご加入が必要です。

その他便利な機能
海外でもケータイ
が使える！

大容量コンテンツ
が快適に！

7.2Mbps
＊画像はイメージです。

主な仕様

寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ）

約109×50×15.2mm（最厚部約17.8mm）

質量

約117g（電池パック装着時）

連続待受時間※１、２、３

FOMA/3G

静止時：約560時間／移動時：約360時間

GSM

静止時：約270時間

連続通話時間※２、３、4

FOMA/3G

音声通話：約210分／テレビ電話：約１１０分

GSM

約250分

ディスプレイ

約３.0インチ フルワイドVGA（４８０×８５４ドット） ２６２,144色

充電時間※5

FOMA

ACアダプタ

約150分

FOMA

DCアダプタ

ビジネスケータイ

約150分

※1 連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、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。移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、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。 ※2 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、通話や通信、待受の時間が約半分程度になる場合があります。 ※3 ｉモード通信、
ｉモードメールの作成、ダウン
ロードしたｉアプリの起動やｉアプリ待受画面設定などを行うと通話や通信、待受の時間は短くなります。※4 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の目安です。※5 充電時間とは、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA端末の電源を入
れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。

主な機能
テレビ電話※1・iモード関連機能／●FOMAハイスピード
（HSDPA） ●iメロディ®（最大500件※2） ●iアプリ
（最大100件※2） ●iモーション（最大200件※2） ●Bookmark（iモード、フルブラウザ合計最大
200件※2）●画面メモ（iモード、フルブラウザ合計最大100件※2）
※2※3
※2※3
メール関連機能／●受信メール（最大2,500件
）●送信メール（最大500件
）●同報送信（最大5アドレス）●デコメ絵文字®プリインストール（1,330種類）●デコメアニメ®プリインストール（50種類）
その他の機能／●電話帳:F-１０B本体（最大2,000件※2[5番号5アドレス]）
・FOMAカード（最大50件[1番号1アドレス]） ●スーパーはっきりボイス3&ゆっくりボイス ●サーチキー ●外部メモリー※4
（microSDTMカード[別売]/microSDHCTMカード[別売]）●赤外線通信 ●PDFビューア※5 ●ドキュメントビューア※5 ●加速度センサー ●ウォーキングチェッカー ●エクササイズカウンター ●FOMA
プラスエリア ●トルカ® ●2in1® ●ビデオクリップ（10Miモーション）●iコンシェル ●WORLD WING（3G＋GSM）●マチキャラ（プリインストールマチキャラ:ひつじのしつじくん®[執事コース]、STELLA、
リーフロボット、Moimoi） ●着もじ® ●iチャネル® ●プライバシービュー ●自動時差補正 ●自動時刻補正 ●スケジュール（最大2,600件※2） ●ケータイデータお預かりサービス ●おまかせロック®
●ケータイお探しサービスTM ●シンプルメニュー
※1 テレビ電話をご利用の際に自画像を相手に送信できません。※2 データ容量により変わります。※3 iモードメールとSMSの合計件数。※4 外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。※5 ファイルによって表示できない場合があります。

IPX5/IPX7/IPX8

オプション

対応

［本体付属品］■電池パック F17 ■リアカバー F52 ■卓上ホルダ F30 ■F-10B用CD-ROM
［オプション品］■FOMA USB接続ケーブル※1 ■FOMA 乾電池アダプタ 01 ■FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※1 ■FOMA ACアダプタ 01/ 02※2 ■マイク付リモコン F01※3 ■イヤホンターミ
ナル P001※4 ■平型スイッチ付イヤホンマイク P01※3/P02※3 ■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 ■イヤホンマイク 01 ■ステレオイヤ
ホンマイク 01 ■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※3 ■ステレオイヤホンセット P001※4 ■FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※2 ■FOMA 室
内用補助アンテナ※5 ■イヤホン変換アダプタ 01 ■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S 01 ■骨伝導レシーバマイク 01※3 ■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 補助充電アダプタ 01/02
＊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 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 ご利用にはイヤホンジャック変換アダプタ P001および外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01が必要です。 ※5 日本国内で使用してください。 ※6 F-10Bを利用/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。

プリインストール i アプリ
■モバイルGoogleマップ ■ヘルスチェッカー ■ドコモwebメール ■Start! iウィジェット ■iWウォッチ ■地図アプリ ■株価アプリ ■FOMA通信環境確認アプリ※
※ご利用になるには、ダウンロードする必要があります。ダウンロードする際、別途パケット通信料がかかる場合があります。＊すべてのコンテンツをお楽しみいただくにはアップグレードが必要な場合があります。アップグレードにはiモード情報料および別売の外部メモリー（microSD T Mカード
/microSDHC TMカード）が必要な場合があります。
「microSD」、
「microSDHC」はSD-3C,LLCの商標です。
＊各ゲームをご利用いただくには「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。

防水／防塵性能について
［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。●外部接続端子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を刻印されている矢印の方向にスライドさせ、
しっかりとロックされた状態であることを確認してから使用してください。
［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。●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。●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、内蓋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。●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。F-10B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。●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。●F-10B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。●F-10B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、内蓋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。］●ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保障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、保障の対象外となります。

指紋認証の特性とご注意
防水／防塵性能について
●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。

ご利用にあたってのご注意
●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。●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。●ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご利用になれません。●お客様ご自身でFOMA本体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。万が一、登録された内容が消失してしまうことがあっても、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。●FOMA本体、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。●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 ／フォーマ」
「iモード」
「iアプリ」
「ビジネスmopereあんしんマネージャー」
「iウィジェット」
「WORLD WING ／ワールドウィング」および「iウィジェット」ロゴ、
「i-mode」ロゴ、
「i-appli」ロゴ、
「ビジネスmopereあんしんマネージャー」
ロゴ、「HIGH SPEED」ロゴ、「WORLD WING」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。◎Microsoft、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、米国の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。◎microSD、microSDHCはSD-3C, LLCの商標です。◎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。

データリンクソフト
「ドコモケータイdatalink」
に対応
電話帳／メール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。
F-１０B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。

【F-10B 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

防水

TEL

ビジネスケータイF-10Bご導入に関するお問い合わせ先
（ドコモビジネスオンライン）
メールでの
お問合せ

http://www.docomo.biz
詳しくはコチラ

ビジネスドコモ

検索

ドコモ・ビジネスコールセンター
お電話での
お問合せ

0120-808-539

受付時間 : 平日午前9時〜午後6時（土・日・祝日・年末年始を除く）
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。※海外からはご利用になれません。

03-3200-3166

＊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。
［お問合せ受付時間／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。

このカタログには森林認証紙
（認証no.SA-COC-1577）大豆インキを使用しております。

２０１０年８月現在

MB189７

これからのビジネススタンダード

「防水＆セキュリティ」の
ビジネスケータイ

