※

防水対応 で更にあんしんに。誰にでも使いやすい｢やさしいケータイ｣。
ボタンひとつで電話が
かけられたり、
かんたんにメールがつくれたり、
いちばん使う機能が、
いちばん使いやすいことに

使える場所がさらに広がる
防水（IPX5/ IPX8）、防塵（IP5X）対応※
〜こんなときでもあんしんしてご利用いただけます〜

こだわりました。
さらに、防水対応なので
濡れても安心。

□ キッチンなどの水まわり

携帯電話の基本をとても大切に

□ 雨の日の外出先での

考えた
「やさしいケータイ」
です。

通話やメール
□ 趣味のガーデニングや
釣りなどのレジャー

＊2013年11月
富士通株式会社調べ

1

※F-01G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通信機器としての機能を有することを意味します。
※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、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめします。
（ 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、通信機器としての機能を有することを意味します。
※IP5Xとは、保護度合
いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）
が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出
した時に通信機器の機能を有し、
かつ安全を維持することを意味します。

＊画像はイメージです。 2

つながる安心サービス
使い方を教えてくれる
「らくらくホンセンター」

通話料
相談料

ケータイの利用状況をご家族に
お知らせできる
「つながりほっとサポート」

専門のアドバイザーが操作方法などをやさしく教えて

歩数やケータイの開閉回数、電池残量など、
ケータイの利

くれる、
「らくらくホンセンター」。わからないことを気軽

用状況を特別な操作なく最大５人の相手（つながりメン

に相談することができます。

バー）に自動で通知することができます。離れて暮らす家
族も安心のサポートサービスです。
〈ご契約者〉
月額
使用料

使い方ボタン長押しで
らくらくホンセンターへ
直接つながる

こんなときに便 利です！
■
■
■

電話番号やメールアドレスを登 録したい。
かわいい絵文字を使ってメールを送りたい。
着信音を大きくしたい、など。

らくらくホンセンターへは直接ダイヤルでもつながります。
（ らくらくみ ん な ）

フリーダイヤル：

0120 - 696 -937

受付時間：午前9時〜午後8時
（年中無休）
＊番号をよくお確かめの上、
おかけください。＊携帯電話・PHS
（他社）
から
もご利用になれます。
＊一部のIP電話からは接続できない場合があります。
3

歩数などケータイの
利用状況を定期的にお届け

〈ご家族など
（つながりメンバー）
〉
＊お申し込みが必要です。
＊ご利用にはパケット通信料がかかります。
ご利用状況により、
パケット通信料が高額になる場合がありますのでパケット定額サービスへのご契約を推
奨します。
＊ご利用には、
ご利用者、
つながりメンバーともに、FOMA契約またはＸｉ契約が
必要です。また、
ご利用者はｉモード契約（月額300円）が、つながりメンバーはｉモード契
約またはspモード契約（月額300円）がそれぞれ必要です。
＊つながりメンバーがiモード
契約およびspモード契約の両方をご契約されている場合、
つながりほっとサポートに係る
各種メールについては、
スマートフォンでは受信できません。
＊掲載の価格は税抜です。
＊画像はイメージです。 4

撮影しやすいおまかせカメラ
初めてでも美しく撮影できます
約510万画素の「おまかせカメラ」を搭載。
カメラ操作に

撮影シーンに最適なモードへ
自動で切り替わります

不安のある方でも、誰でもかんたんにカメラまかせで

カメラを起動してかざすだけで、風景や人物・夜景・接写

キレイに撮影できます。

など、撮りたいシーンをカメラが自動で判別し、撮影モード
を切り替えます。QRコードも自動で認識できます。

笑顔になった瞬間を自動で撮影できます
撮りたい相手が笑顔になった瞬間に、自動的にシャッ
ターが切れる「笑顔撮影」機能を搭載しました。

標準

風景

人物

夜景

接写

QRコード

暗い場所でも
明るく撮影します
最大ISO12800※相当高感
度撮影モードで、暗い場所
でもブレを抑え、明るい写

笑顔：10%

笑顔：50
5 %

設定した笑顔度になると自動で撮影
5

真を撮影できます。

高感度モードなし 高感度モードあり

※待受（240 400）
サイズのみ対応。L（1080 1920）
サイズ以上の静止画はISO6400まで
対応。
＊ISOとはフィルムの感度を表す値であり数値が大きくなるほど感光度が増し、暗い場
面でも明るく撮影することができます。
＊画像はイメージです。 6

撮影しやすいおまかせカメラ

かんたん 電話も操作もらくらくできる

よく動く被写体もしっかり撮れます

電話をかけるのも出るのもかんたん

被写体を自動で追いかけてピントを合わせ続ける｢追跡

いつも電話をする人などをあらかじめ登録しておけば、

フォーカス｣を採用。お子様やペットの撮影などに最適です。

ボタンひとつでかんたんに電話をかけられます。また、
電話着信時には、ボタンの点滅で電話に出るボタンを
お知らせします。
直美

宏司

明子

ブレの少ない撮影が行えます

次の操作に迷いません

3つの機能でブレの少ないくっきりキレイな写真を撮影

次に行う操作がひと目で

することができる
「トリプルブレ防止」を搭載しました。

わかる「 光ガイド」。たと
えば 、目覚ましの設 定を
完了させる画面ではボタ

手ブレ補 正

ンと画面が光ってお知ら
せします。

被 写 体 動き検 知

高感度最大
ISO12800相当
7

ブレ防止なし

ブレ防止あり
＊画像はイメージです。 8

かんたん

メール作成も思いのまま
デコメール®を かんたんにつくれます

かんたんにメールがつくれます
ガイドに沿っていくだけで、メールの作成から送信までかんた
んに行えます。
また、返信用の定型文も複数あるので便利です。
〈簡単メール〉

メール作成中に「かんたん
デコメ」を選択すると自動
で文章に合った華やかな
デコメールがつくれます。
＊iモードメールは送受信したデータ量に応
じて、
パケット通信料がかかります。
＊利用頻度などにより、パケット通信料が
高額になる場合がありますので、
パケット定
額サービスのご利用をおすすめします。

宛先を入力

題名を入力

本文を入力

メール完成

〈らくらく返信〉

返信本文を選択

話すだけでメールがつくれます
マイクに向かって話すだけで、
メー
ルの題名や本文が入力できる
ので、文字入力が苦手な方でも
スムーズにメールがつくれます。
＊お申込みが必要な有料サービスです。
「音声入力」
は利用頻度などにより、
パケット通
＊
信料が高額になる場合がありますので、
パケット
定額サービスのご利用をおすすめします。
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インターネットもかんたんに楽しめます
気になる最新情報へワンタッチで接続

誤って文字を消しても
ひとつ前の状態に戻せる
あんしん機能つきです。
返信メールを選択

さまざまなデコメール候補

いつもの
カフェで
待ってます。

「らくらくサイト」ボタンを押すだけ
で、文字が大きくて見やすい
「らくらく
※
「ニュー
iメニュー 」に接続できます。
ス」
「 天気」
「オススメ」
「 株価」
「 乗換」
「占い」などの気になる最新情報をい
つでも手軽に楽しめます。

「らくらくiメニュー」
にワンタッチ接続！

※ iモードの加入が必要です。
メニュー内容は予告なしに変更
されることがあります。

ニュース 国内外のニュースやスポーツ情
報などを、いち早くチェックすることができます。
乗 換 目的地までの最短ルートを検索
することができます。
天 気 今日明日の天気はもちろん、釣り情
報など、気になる場所の天気情報を取得できます。

話した内容が文字入力されます
＊画像はイメージです。 10

しんせつ

聞きやすさのために

年齢に合わせて聞きやすさを調整します

ゆっくり聞こえるようにします

あらかじめ入力しておいた利用者の年齢に応じて、高音

相手の声をゆっくり聞こえるようにし、
より聞き取りやすくしま

部分を自動で強調して、より聞きやすくします。自分に

す。
相手が早口で話してもあんしんして聞き取ることができます。

合った音声で通話を楽しめます。

● ● ●

OFF

もしもし

ON

もし も し

● ● ●

●

山田です

● ● ●

山田です

●

久しぶり
久しぶり

会話中の
無音区間を
調整

通 話 音 声 の 高 音 部 分 を自 動 で 補 正
聴 力︵ 高 音 ︶

自分の声をクリアにお届けします
60代

周囲の騒音を検知すると、
自動的に雑音を抑えて、
自分の声を

70代
80代

クリアな音声で届けられる
「スーパーダブルマイク」
を採用しました。

＊あらかじめ生年月日の入力が必要です。＊イラストはイメージです。

2つのマイクを連携
させて自分の声以外の
雑音を低減します

騒がしい場所でもしっかり聞こえます
人ごみなどで騒音を検知すると、相手の
聞こえにくい声を強調して聞きやすくする
「スーパーはっきりボイス3」
を搭載しました。

「集音器」
で周囲の音や声を聞きやすくします
※
イヤホン
（別売）
をつなぐだけで、まわりの音を大きく聞き

やすくしてくれる
「集音器」
を搭載しました。
テレビの視聴や、
ご家族・ご友人との会話時
など、音が聞き取りにくい時
に活用できます。
※外部接続端子用イヤホン変換
アダプタが必要になる場合があります。

11

＊画像はイメージです。 12

見やすい

写真もメールもいつでも見やすく

文字が見やすい約2.8インチ画面です

見やすさにこだわったUDフォントです

メールやメモ、時計、

濁点・半濁点や文字のはなれた部分を明確にした、読み

電 話 帳 など を 大 き

やすいUD新丸ゴシックフォントを採用しました。

な文字で確認するこ

＊
「UD」
はユニバーサルデザインの略です。

とが できます。文 字
は 最 大 4 0ドットま
で 大きくすることが
できます。

新丸ゴシック

新丸ゴシック

UD 新丸
ゴ シ ック

UD 新丸
ゴ シ ック

空 間を広くとり、潰れにくく
することで見やすく

はなれを明確にし、
かたちの似た文字を判別しやすく

画面を見やすい明るさに調整します
周囲の明るさを自動で検知して、その環境に合わせた
画面の明るさに自動で調整します。

明るい場 所では輝 度を上げて
見やすくします

大きく表 示（ 最 大 4 0ドット）

暗い場所では輝度を落として
まぶしさを抑えます

背面時計を気分に
合わせて選べます
サイドキーを押すだけでかんたんに背面画
面の時計表示を「標準時計」
「大きい時計」
「アナログ時計」から選ぶことができます。
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＊画像はイメージです。 14

あんしん

健康・生活を快適サポート
メニュー内容などを音声で読み上げます

歩数計や活動量計で
健康管理をサポートします

便 利 な「 音 声 読 み 上
げ 」にも対 応 。メニュ
ー内容はもちろん、電
話帳なども読み上げ
対象です。

歩数に加えて身体活動量を計測する
「活動量計」を搭載。また、
「 消費カロ
リー」や「脂肪燃焼量」も測定できるの
で健康管理にも役立ちます。
＊測定にあたっては、ケータイ本体を所定の位置に正しく装着する必要があります。正確な
測定には、
キャリングケース
（別売）の利用を推奨します。

手軽にデータのバックアップがとれます
本体に蓄積されたデータをかんたんにmicroSD
カード
（別売）
に保存できます。本体のデータが消えてし
まったなどのもしものときも、
あらかじめデータを
保存しておけば、
まとめて復元できるのであんしんです。
TM

保存可能な
データ

調べ物が手軽に行えます
学研の国語辞典、英和辞典、和英辞典を搭載しました。
漢字、スペルのチェックや、意味を調べながら手紙を書
くときなどにも役立ちます。

■電話帳 ■受信メール ■送信メール
■未送信メール ■ブックマーク ■スケジュール
検索する用語を入力

緊急情報をすばやくキャッチする
「エリアメール®」
緊急地震速報や災害・避難情報を無料で受信できます。
＊
「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。
15

1 電話をかけたり
電話してきた相手の
電話番号を…

検索する用語を選択

検索結果

音声入力対応「使いかたガイド」
操作方法などでわからないことは、
「目次」
や
「索引」、
「キー
ワード」
から使いかたを調べることができます。
また、わから
ないことをケータイに向かって話すだけで調べられる
「しゃ
べって検索」
にも対応しています。
＊画像はイメージです。 16

デザイン
いつまでも変わらないあんしん
見やすく
わかりやすい、
大きな文字の
メニュー表示
です。
文字が
読みやすい
白黒反転画面
にもできます。

聞く場所が
わかりやすく、
聞き取りやすい
受話口です。

ボタンひとつで
電話を
かけられます。

押しやすく
操作がしやすい
ボタン形状です。

電話の着信を
光でお知らせ
します。

クリアなコーティングを施した上質な背面デザイン。
上品な輝きが際立つメタリックなライン。

指がかかりやすく開けやすい
側面の凹形状。

凸感があり
大きくて押し
やすく、文字が
見やすい
ボタンです。

ブル
ブルー
17

手になじみ持ちやすい
丸みを帯びたフォルム。

ゴールド
ゴ
ール
ルド

ピンク
ピ
ンク
ク

ブラック
ブ
ラック
＊画像はイメージです。 18

楽しさ広がる
「らくらくコミュニティ」
らくらくコミュニティと
は、趣味や生活に役立
つクチコミや、面白い情
報が満載のインターネ
ットサービス。役立つ情
報が満載の「みんなの
掲示板」や親しい家族
と写真･メッセージを共
有できる「ファミリーペ
ージ」など、自分に合っ
た楽しみがきっとみつ
かります。

月額
使用料

富士通公式 iモードサイト「@Fケータイ応援団」
健康応援サービスでは、搭載してある歩数
計のデータを使って、仮想の歩き旅を楽し
むことができます。
また、活動量計データを
使った楽しいサービスも用意しています。

アクセス方法 （2014年9月現在、らくらくiメニューの場合。）
●らくらくサイトボタン短押し後

読んだ人から
コメントが来る！

紛らわしい
広告表示なし！

■サービス／機能対応表

@Fケータイ
応援団

専門スタッフが
24時間チェック！

利用登録メールを送ると
メールが届きます。
メールの本文にある
URLを押して登録。

対応
「○」、非対応「」

̶

FOMAハイスピード

7.2Mbps/̶

防水 / 防塵

○/ ○

おサイフケータイ

トルカのみ
対応

ワンセグ

̶

赤外線通信※2

○

エリアメール

○

WORLD WING

̶

Bluetooth通信

̶

GPS/オートGPS

̶/̶

※1

※ ご利用には別途パケット通信料がかかります。
＊ iモードのご契約が必要です。iモードの
端末であれば、接続することができます。コンテンツ内容や操作方法は予告なしに変更され
ることがあります。
＊利用頻度などにより、パケット通信料が高額になる場合がありますので
パケット定額サービスのご利用をおすすめします。
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ケータイ電話
メーカー

＊アクセス方法は予告なしに変更されることがあります。
＊月額使用料無料でご利用いただけます。
＊「@Fケータイ応援団」のご利用にはiモード契約の他にパケット通信料がかかります。

近況などを
投稿すると…

登録もかんたん！ さっそくアクセス！
カメラで右の
QRコードを
読み取り
アクセス

メニュー
リスト

らくらく
メニュー

うれしいあんしんポイント！
使用料は
すべて無料 ※！

うれしいサービスも満載

※1：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。
※2：テレビなどのリモコン操作をすることはできません。

ほかにも、ドコモならではの安心をご用意
ケータイ補償お届けサービス

ケータイお探しサービス™

ケータイデータお預かりサービス

おまかせロック®

FOMAカード
〔青色カード〕はご使用できません。
対象カードをお持ちの場合はドコモショップ窓口にてお取り替えください。

＊画像はイメージです。 20

主な仕 様
外形寸法（H×W×D）
質量
連続待受時間※1 3G
連続通話時間※1 3G

約107×51×16.4mm

ディスプレイ

約2.8インチ26万色TFTカラー液晶［240×400ドット］
約1.2インチモノクロSTN液晶
［64×64ドット］

背面ディスプレイ
カメラ
充電時間※2

約106g（電池パック装着時）
約520時間
約220分

有効約510万画素CMOS
ACアダプタ 02 約150分

主な機能
iモード関連機能
●ブックマーク
（最大100件※3）●画面メモ（最大100件※3）● i アプリ
（最大100件※3）
● iメロディ
（最大500件※3）● i モーション ● i チャネル ● i コンシェル

メール関連機能

本 体 付 属 品・オプション品
【本体付属品】
●電池パック F16 ●リアカバー F85 ●卓上ホルダ F33
●らくらくホンベーシック4取扱説明書
●らくらくホンベーシック4かんたん操作ガイド
【オプション品】
●電池パック F16 ●リアカバー F85 ●卓上ホルダ F33
●FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 ●FOMA ACアダプタ 02
●マイク付リモコン F01 ●平型スイッチ付イヤホンマイク P02
●イヤホンジャック変換アダプタ P001 ●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 ●平型ステレオイヤホンセット P01
●FOMA 室内用補助アンテナ ●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） ●キャリングケース 02
●骨伝導レシーバマイク 01 ●FOMA DCアダプタ 02 ●車内ホルダ 01
●FOMA 海外兼用ACアダプタ 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 02／03 ●FOMA ecoソーラーパネル 01
◎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があります。

●送信メール
（最大200件※3※4）●受信メール（最大1000件※3※4）
●同報送信
（最大5アドレス）●SMS

プリインストール i アプリ

カメラ関連機能
●オートフォーカス ●デジタルズーム
（最大約8倍32段階） ●追跡フォーカス
●静止画手ぶれ補正
（トリプルブレ防止） ●明るさ補正 ●局所コントラスト補正
●自動シーン認識 ●顔検出 ●笑顔撮影

●高感度モード

●バーコード読み取り ●拡大鏡
（最大12倍32段階リニアズーム）●手書きメモ
●ビデオ撮影

その他の機能

●ケータイ脳力ストレッチング らくらく版
● 耳ヨミ

for らくらくホン

●メモ

●お薬辞典＋手帳

● i ボディモ

＊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外部メモリー
（microSDカード
［別売］/microSDHCカード
［別売］）が
必要な場合があります。＊利用頻度などにより、パケット通信料が高額になる場合がありますの
で、パケット定額サービスのご利用をおすすめします。

※5
●外部メモリー
（microSD™カード2GB〔別売〕、microSDHC™カード16GB〔別売〕
）

●電話帳
（最大1,000件※3 3番号3アドレス）●スーパーはっきりボイス3
●ぴったりボイス ●あわせるボイス ●ゆっくりボイス ●スーパーダブルマイク
●集音器 ●音声読み上げ ●音声入力メール ●電話帳／機能呼び出し
●おまかせ音声通話メモ ●使いかたの音声検索 ●使いかたガイド
●エコモード
（ecoモード） ●背面液晶のおまかせバックライト
●電子辞書
（国語辞典、英和辞典、和英辞典）
●快適な文字入力をサポートするATOK®を採用
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※1：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。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、iモードメールを作成したり、歩数計や、音声読み上げ、
ダウンロードしたiモーションを
作動させると通話（通信）
・待受時間は短くなります。※2：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。※3：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。※4：iモード
メールとSMSの合計件数。※5：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。
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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こと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
まわりの方のご迷惑にならないようにご使用く
ります。●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、
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
その本体に金属性の材質を使用しており、
まれにお客
に対応しております。●FOMAの一部の機種において、
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。●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。
◎「つながりほっとサポート」
「 FOMA」
「 デコメール」
「 iモード」
「 iコンシェル」
「 エリアメール」
「 ケータイお探し
サービス」
「おまかせロック」
「iメロディ」
「iチャネル」
「iモーション」および「つながりほっとサポート」ロゴ、
「 エリ
アメール」ロゴ、
「 あんしんミッション」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。◎「学研モバイル和英辞
典」
「 学研モバイル英和辞典」
「 学研モバイル国語辞典」は、学研編集の著作物です。◎「ATOK」は株式会社ジャ
ストシステムの登録商標です。◎「microSD」
「microSDHC」はSD-3,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。
【らくらくホン ベーシック4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

TEL 03-3570-6064

＊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。

お問い合わせ先〈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うえおかけください。
ドコモの
携帯電話
からの場合

151（無料）

（局番なし）

一般電話など
からの場合

＊一般電話からはご利用できません。

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。

受付時間
午前9：00〜
午後8：00（年中無休）

本チラシの内容は2014年9月現在のものです 2014.09

このカタログ に は 森 林 認 証 紙 、植 物 油 インキを使用しています。
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