変わらない使いやすさはそのままに、
より聞きやすく、楽しく、
あんしんになりました。

かんたん

しんせつ

15年にわたって
だれにでも使いやすいケータイに
こだわり続けてきた
らくらくホンシリーズ。
らくらくホン F-02Jは、

通 話音声がより聞きやすく
VoLTE HCE
対応。

ボタンを押すだけでキレイに
撮影できるおまかせカメラ。
あんしん

見やすい

さらなる使いやすさを追求し、
より聞きやすく、楽しく、
あんしんの機能が充実。
らくらくホンをこれまで
使っていた方はもちろん、
これから使い始める方にも
おすすめの一台です。

約3インチ半透過ディスプレイで
明るい屋外でも見やすい。
楽しい

使い方を電話で教えてくれる
らくらくホンセンター。

人気の歩数計サービスも
待受画面と連動してさらに楽しく！

ほかにも、
あんしん・便利な機能が満載
迷惑電話対策機能

1

お薬アラーム

優れた耐久性

＊
「ヒューマンセントリックエンジン」は富士通株式会社の登録商標です。 ※画像はイメージです。 2

変わらないからあんしんして使えます。

聞く場所がわかりやすく、
聞き取りやすい
受話口です。

見やすくわかりやすい、
大きな文字の
メニュー表示です。
通常のメニュー画面のほかに、文字が
はっきりと見える、白黒反転表示画面
に設定することもできます。

電話の着信を光で
お知らせします。
ボタンの点滅に加えて、画面
内も点滅します。電話の着信
や各 種 設 定の完了などを光
でお知らせします。

ボタンひとつで迷わず
電話をかけられます。
すぐに登録相手に電話をかけられる
3件のワンタッチダイヤルボタン。ご家
族やかかりつけの病院など、よく利用
する番号を登録しておくと便利です。

中央病院

敦子

お父さん

文字の見やすさにもこだわった、
押しやすく操作がしやすい
凸感のあるボタン形状です。

3

※画像はイメージです。 4

しんせつ

聞きやすさ・伝わりやすさを追 求しました。
騒がしい場所でもより聞き取りやすく
周 囲 の 騒 音 を 検 知 すると、
音域ごとに相手の声を強調
･ 補 正し、聞き取りやすく改
善します。重くこもった声や
甲高い声の相手でも、自然に
通話できます。

聞き取りやすい通話音声です

クリアな声を相手に届けます

最適な使い心地を提供する富士通独自のセンシング技術
「HCE（ヒューマンセントリックエンジン ®）とドコモの高音質音
声サービス「VoLTE＊1」
に対応する
あわせる
ことで、高音質かつ安定した
ボイス2
通話とスムーズな発着信を
実現。
「通話」
という携帯
スーパー
ゆっくり
電話の基本にこだわり
はっきり
ボイス
ボイス＊2
ました。

＊1 ドコモのVoLTE対応機種同士で日本国内の
LTEエリアでの通話でご利用可能です。

スーパー
ダブルマイク

周囲の騒音を検知すると、自動的に騒音を抑えて、自分の声
を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。

2つのマイクを連携させて自分の声以外の騒音を低減します

響カット

＊2 VoLTEでの通話中は｢スーパーはっきりボイス3｣
での対応になります。

5

※画像はイメージです。 6

しんせつ 聞きやすさ・伝わりやすさを追求しました。

相手の声がゆっくり聞こえます

着信に気付きやすくします

相手の声をゆっくり聞こえるようにして、
より聞き取
りやすくします。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。
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

着信音や周囲の音も聞きやすく。

● ● ●

会話中の
無音区間を
調整

歩行時の揺れや雑音を検知
して自動で着信音量を大きく
する「おまかせでか着信」
と、
より大きな振動（バイブ）
でお
知らせする
「でかバイブ」
を搭
載。カバンやポケットの中に
入れても着信に気が付きやす
くなります。

年齢に合わせて聞きやすくします
あらかじめ入力しておいた利用者の年齢に応じて、高音部分を
自動で強調して、
より聞きやすくします。
聴 力︵ 高 音 ︶

通話音声の高音部分を自動で補正

60 代
70 代
80 代

周囲の音や声を大きくします
＊
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
家族や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。

反響音を抑えて明瞭な音声を届けます
音が反響するホールや劇場などの場所でもクリアな通話が可
能に。送話音声から反響音を削除して、相手に明瞭な音声を届
けます。
7

※イラストはイメージです。 ※画像はイメージです。 8

かんたん

文字入力もメール作成も、
とっ てもかんたん。
指示に従うだけでメールがつくれます
次に行う操作を教えてくれるので、
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ご用意。
自分で文字入力することなく返信できて便利です。
〈簡単メール〉

文字入力がスムーズに行えます

宛先を入力

長文を正しく一括変換してくれたり、豊富な単語数で文章を
スーパー
素 早く作 成できる、かしこい日本 語 入力システム「 S u p e r
エイトック
ウルティアス
ATOK ULTIAS forらくらく 」を搭載。文字入力に不慣れな
方でもスムーズにメールなどのやりとりが行えます。
誤った読みで入力しても、正しい候補が表示されます。
さ入れ表現：
「読まさせて」 「読ませて」

本文を入力

メール完成

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。

文章に合ったデコメ®を自動でつくれます

かしこい
変換

メール作成中に「かんたんデコ
メ」を選択すると自動で華やか
なデコメールがつくれます。

ら抜き表現：
「食べれる」 「食べられる」
読み・仮名遣いの誤り：
「ふいんき」 「雰囲気」

多彩な
便利機能

題名を入力

豊富な
単語数

かしこい日本語入力システム「ATOK」
文字入力システムの先頭を30年以上にわたって走り続けているジャストシステムが開発した、
かしこく使いやすい最高峰の日本語入力ソフトです。
9

さまざまなデコメール候補
※画像はイメージです。 10

かんたん

ボタンを押すだけでキレイに 撮影できます。
ボタンを押すだけで
納得の一枚が撮影できます
富士通独自のチューニング技術で、
キレイな写真をかんたんに
撮影できます。人物や食べ物、夜景など、
どんなシーンも最適な
色味に自動調整。誰でもベストショットが残せます。

おまかせカメラが進化しました

鮮やかな発色

人物も明るくキレイに

質感でおいしさを表現

夜景がくっきりキレイに

風景を鮮明に美しく

温かみのあるおいしさを表現

ボタンを押すだけで誰でもかんたんキレイに撮れる「おまか
せカメラ」が約810万画素になりました。さらに富士通独自
グランビュー
の高性能画像処理エンジン「GRANVU」を搭載し、質感や
細部まで美しく再現します。

11

※画像はイメージです。 12

見やすい

日差しの強い屋外でも見やす い画面です。
より大きな文字表示に設定できます
メールや電話帳を「標準」からさらに大きな文字表示に設定
できます。

屋外でも見やすい
高精細約3.0インチ画面です
フルワイド

FWVGAディスプレイを新たに採用し、
より高精細で見やすく
なりました。
ました。半透過ディスプレイだから日差しの強い屋外でも、
半透過ディス
スプレイだから日
文字や画像を鮮明に見ることができます。
や画像を鮮明に見る
ることができます

明るく、
見やすい

画面が暗く、
見づらい

標準
一般的な携帯電話
一般的な携
携帯電話

13

らくらくホン F-02J
らくらくホ

大きく表示

※画像はイメージです。
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見やすい

ほかにも
「見やすさ」にこだわ った機能が満載です。

見やすさにこだわった書体です
濁点・半濁点や文字のはなれた部分を明確にした、読みやすい
UD（ユニバーサルデザイン）新丸ゴシックを採用。見やすさに
こだわり抜いた書体です。
新丸ゴシック

UD 新 丸ゴ シック

濁点・半濁点を大きくし
区別をつけやすく

ブ
ブ

S きさ
S きさ

はなれを明確にし、
かたちの
似た文字を判別しやすく

手書き文字に
近づけて理解しやすく

年齢に合った色味に画面を調整します
年齢とともに変化する色覚特性に合わせて、画面の色味を
自動で調整。識別しやすい配色に調整します。

最大12倍まで
文字を拡大できます
最大12倍までズーム可能な拡大
鏡を搭載。雑誌や新聞記事、辞書
などの小さな文字も大きく見や
すく画面上に拡大表示します。

見やすい画面に自動調整します
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。

気になる時間をひと目で確認できます

明るい場所では輝度を上げて
見やすくします

15

暗い場所では輝度を落として
まぶしさを抑えます

大きな文字で時計が常時表示されてい
るサブディスプレイを用意。ボタンを押さ
なくても時刻をいつでも確認できます。

※画像はイメージです。 16

あんしん

毎日の生活をサポートする充 実のあんしん機能。

万一の詐欺被害を抑止します

薬の飲み忘れを防ぎます

電話帳に未登録の番号から電
話がかかってきたとき、発信者
側に迷惑電話対策を設定して
いる旨を自動で伝えます。万一、
迷惑電話だった場合でも、相手
を牽制できるうえ、会話も録音
されるのであんしんです。
※あらかじめ設定が必要です。

おれだよ
おれ
発信者

この通話は、迷惑電話防
止のために録音されます。
また、
呼び出し中は一時的
相手を に無 音 状 態になります。
牽制
おつなぎ 致しますので、
このままお待ちください。

迷惑電話に
ご注意ください

自分

会話を
録音
あとで周囲の人に
相談できる

薬を飲む時間になるとアラームを鳴らし、
お知
らせ画面が表示されます。
あらかじめ処方せん
や薬を写真に撮っておけば、
アラーム時にあわ
せて表示することができます。

意図しないデータ通信を抑止できます
パケットを多く使う可能性のある機能（ブラ
ウザ、らくらくコミュニティ）を一 律で制 限 ＊
することができます。電話やメールしか使わ
れないような方でも今まで通りあんしんして
利用できます。
＊ 初期設定はOFFです。機能を制限した場合、関連する機能が正常
に動作しないことがあります。またデータが消える可能性があります。

優れた耐久性を実現しました
＊
＊
水まわりや、汚れにも強い、防水（IPX5/ 8）
・防塵（IP5X）
に
加え、米国国防総省が定めたM I L規格の14項目に準拠＊。
耐久試験をクリアし、日常使いをはじめ、豪雨やビーチなどの
さまざまなシーンであんしんして使えます。

［MIL規格の14項目］防水（浸漬）
・
防水（風雨）
・防塵・耐衝撃・耐振動・
耐日射・防湿・塩水耐久・高温動作・
高温保管・低温動作・低温保管・低
圧動作・低圧保管
17

＊P28をご参照ください。

就寝中の着信をオフにできます
寝ている間の着信などの通知（音・振動）を抑
止します。
目覚ましを設定しておけば、
アラーム
と連動してモードが解除され翌日の開始時刻
に再起動します。

※画像はイメージです。 18

あんしん

使い方に困ったときや、
緊急時 もあんしんです。
使い方をキーワードなどからも調べられます
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 目覚まし
使い方を調べることができます。ま
た、わからないことを携帯電話に向
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。

大音量で自分の居場所をお知らせできます
使い方を電話で教えてくれます
専門のアドバイザーが操作方法などをやさしく教
えてくれる、
「らくらくホンセンター」。わからないこ
とを気軽に相談できます。

通話料
相談料

無料

こんなときに便利です！

緊急時に大音量で警報＆居場所を知らせ
るワンタッチブザー＆イマドコサーチ＊に
対応。ブザーが鳴ったと同時に、登録して
ある相手に自動で電話をかけて緊急であ
ることを知らせることもできます。

ワンタッチブザー

＊イマドコサーチは通知先の携帯電話にお申込みが必要な有料サービスです。

■ 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）
使い方ボタン長押しで
らくらくホンセンターへ
直接つながります

19

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）

利用状況をご家族に自動でお知らせできます
歩数や電池残量など、携帯電話の利用状況を特別
な操作なく最大10人の相手（つながりメンバー）
に
自動で通知することができます。

月額使用料

無料

＊

＊ご利用には別途パケット通信料がかかります。

※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。

※画像はイメージです。 20

楽しい

毎日をアクティブに過ごせる 楽しい機能が満載です。
■人気の待受画面が歩数計と連動

季 節や時 間によって表 情が変わる、待 受 画 面「 四 季 」が歩
数計と連動。その日の歩数に応じて山や木、家の大きさが
変 化したり、動 物の数が増えるなど、より変 化を楽しめる
ようになりました。

人気の歩数計がさらに充実
歩数に加えて活動量を計測する「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、携帯電話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。

■ 歩数と連動して応援メッセージを表示

待受画面に応援やお祝いメッセージが表示
されるようになりました。歩くことへのモチ
ベーションを高めながら、健康増進を楽しく
サポートします。
21

自分の居場所（地図）をメールで
手軽に送れます
今いる居場所をかんたんに地図で検索するこ
とができます。
さらに地図をメールで送れるの
で説明しにくい場所や、初めて訪れた場所で
も相手に正確に伝えることができます。

※画像はイメージです。 22

楽しい

仲間と楽しむコミュニケーショ ン機能も充実です。

色々な人とインターネット上で交流できます
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「らくらくコミュニティ」に対応。趣味の
合う人との交流はもちろん、見るだけでも十分に楽しめます。

人気ゲームを手軽に楽しめます
脳の活性化に役立つ人気ゲー
ムを 搭 載 。いつもの 空き時 間
が、充実の時間に変わります。
インターネット上で対戦するこ
とも可能です。

近況などを
報告すると

ナンバープレイス

リバーシ

外出先でもTVが楽しめます
地上デジタルテレビジョ
ン放 送のワンセグが 視
聴できます。外出先や移
動中など、ちょっとした
合間にTVを楽しめます。
※ワンセグ放送は、利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。

読んだ人から
コメントがくる

無料で楽しいコンテンツが満載です
＊

使用料は無料 ！
個人情報の流出などがないか24時間チェック！
＊ご利用には別途パケット通信料がかかります。※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。

23

富士通公式メーカーサイト
「＠Fケータイ応
援団」で待受画面や着信音、デコメ素材な
ど豊富なコンテンツが無料＊で楽しめます。
詳細はコチラから
＊ご利用には別途パケット通信料がかかります。
＊コンテンツの内容は予告なしに変更されることがあります。

※画像はイメージです。 24

生活に役立つ便利機能が満載。

大人にふさわしい洗練のデザイン。

調べ物に便利な「辞書」
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。

指がかかりやすく、開けやすい
心地よく手になじむカタチです。

計算に使える
「電卓」
ショッピング時の消費税計算や割引計算など
に便利な電卓を搭載しました。

凸凹のない
スッキリとした
シンプル
デザインです。

音量調節可能な「目覚まし」
早 起きのときや 仮 眠 時 など、指 定 の 時 間 の
起床に便利です。

テクスチャーが美しい、
クリアで上質な質感の
背面デザインです。

好みに合わせて選べる、豊富なカラーバリエーションです。

*
聞き取りやすい「音声読み上げ」

着信時の電話相手や、受信したメール内容、
メニュー 内 容 などを音 声で 読み 上げるよう
に設定できます。

ミントグリーン

ゴールド

ピンク

ネイビー

＊一部非対応の機能があります。
25

※画像はイメージです。 26

ドコモのサービスにもしっかり対応
緊急速報「エリアメール®」
気象庁が配信する緊急地震速報などを、対象地域にいるとき
回線混雑などの影響を受けずに受信できます。
※あらかじめ受信設定が必要です。
※
「通話中」
「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。

海外でも利用できる
「WORLD WING® 」
日本国内で使用している携帯電話を、電話番号やメールアド
レスはそのままに海外で使えるサービスです。いつもの電話
で通話はもちろん、
メールも使えます。
※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。※ご利用可能な国・地域はドコモのホームページ
（ http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/ ）
をご確認ください。

ケータイデータお預かりサービス
大切なデータをバックアップします。

ケータイお探しサービス™
事前に設定しておけば、
おおよその位置を検索可能です。

おまかせロック®
ドコモに連絡すれば、
遠隔操作でロックをかけることができます。

ケータイ補償お届けサービス
事前のお申し込みで、
万が一の場合にもお電話1本でトラブル
を保障します。
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〈ご利用にあたってのご注意〉
●本端末は、LTE・W-CDMA・無線LAN方式に対応しています。●本端末は無線を利用しているため、
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、
LTEサービスエリアおよびFOMA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・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であっても
ご使用になれない場合があります。
なお、
電波が強く電波状態マークが4本表示されている状態で、
移動せずに
使用している場合でも通話が切れることがありますので、
ご了承ください。
●本端末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、
LTE・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
き取れません。
●本端末は、
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。●お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、定期的にメモを取ったり、
microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してくださるようお願いします。
本端末の故障や修理、
機
種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報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。
●本端末は、
FOMAプラスエリアおよびFOMAハ
イスピードエリアに対応しております。
●本端末は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。
●本端末では、
ドコモnanoUIMカードのみご利用になれます。
ドコモminiUIMカード、
ドコモUIM
カード、
FOMAカードをお持ちの場合には、
ドコモショップ窓口にてドコモnanoUIMカードにお取り替えくださ
い。
●本端末では、
マナーモード、音量の設定に関わらず、
シャッター音、
撮影開始音／撮影終了音、
セルフタイ
マーのカウントダウン音、
カメラ起動中のスクリーンショット音が鳴ります。
●本端末は、
データの同期や最新ソ
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を一部自動的
に行う仕様となっています。
また、
動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、
パケット通信料が高額にな
りますので、
パケットパック／パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

〈MIL規格について〉
米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）
の14項目、落下、浸漬、粉塵、塩水噴霧、湿度、太陽光照射、振
動、
風雨、
高温動作
（60 C固定）
、
高温保管
（70 C固定）
、
低温動作
（-20 C固定）
、
低温保管
（-30 C固定）
、
低圧
保管、
低圧動作に準拠した試験を実施。
状況や環境によっては、
動作を保証できない場合があります。

〈防水
（IPX5 / IPX8）
・防塵性能
（IP5X）
について〉
［IPX5/8の防水性能］
●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。
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。
［IP5Xの防塵性能］
●IP5Xとは、
保護度合いをさし、
直径75
μm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、
取り出したときに通信機器の機
能を有し、
かつ安全を維持することを意味します。
［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・リアカバーをしっかりと閉
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。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
●リアカバーが破損した場合は、
リアカバーを交
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。
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。
］
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主な仕様

オプション品
約111mm 約52mm 約16.7mm

サイズ（H W D）

約129 g

●キャリングケース 02 ●車内ホルダ 01

112.5Mbps / 37.5Mbps
14Mbps / 5.7Mbps

●ワイヤレスイヤホンセット

＊2
連続待受時間（LTE /3G / GSM）
＊3
連続通話時間（LTE /3G / GSM）
VoLTE / VoLTE（HD+）

約400時間 / 約500時間 / ̶

●ポケットチャージャー 01/03 ●ACアダプタ 04/05

約290分 / 約370分 / ̶
○/̶

●microUSB接続ケーブル

ディスプレイ（メイン/ サブ）
外部メモリ最大対応容量＊4

約3.0インチ / 約1.2インチ
microSDHC 最大32GB

カメラ有効画素数（アウト /イン）

裏面照射型CMOS
（約810万）/ ̶

防水 / 防塵

○（IPX5/IPX8）＊5/ ○（IP5X）＊6

質量
基 本スペック

＊1

受信時最大速度/送信時最大速度

LTE
3G

カメラ

その他の機 能

MIL規格

○ 14項目

ワンセグ

○＊7

赤外線通信

○

Bluetooth通信（対応バージョン）

○（4.1）＊8

GPS

○
̶/○

iモード/ spモード
サービス

WORLD WING

○＊9

ｉコンシェル

○

おサイフケータイ

̶

エリアメール

○

本体付属品
●電池パック Ｆ３３

●リアカバー Ｆ８７

●卓上ホルダ Ｆ４９

●らくらくホン取扱説明書

●らくらくホンかんたん操作ガイド
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03/04 ●イヤホンマイク 02

●ステレオイヤホンマイク 02 ●イヤホン変換アダプタ 02

●ポータブルACアダプタ

01 ●DCアダプタ 04
01kuruko

◎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。

＊1 通信速度は、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 連続待受時間は、待受状態でのみ利用した場合の数値のため、使用環境や携帯
電話の使用により大きく変動します。各種機能のご利用頻度が多い場合、実際の待受時間は半分以
下になることがあります。＊3 連続通話時間は、電池の充電状態、設定状況、使用環境やご利用頻
度により大きく変動します。各種機能のご利用頻度が多い場合、実際に使用できる時間は半分以下
になることがあります。＊4 使用する外部メモリのメーカーにより、最大対応容量は異なります。最
新の対応状況について、詳しくはメーカーホームページなどでご確認ください。また、機種・コンテン
ツにより制約があります。＊5・6 防水・防塵については、Ｐ28をご参照ください。＊7 ワンセグ放送
は、利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。
「ワンセグ」サービスやエリ
アについて、携帯電話のサービスやエリアと異なりますので、詳しくは「一般社団法人デジタル放送
推進協会のホームページ（www.dpa.or.jp）などでご確認ください。なお、NHKの受信料について
は、NHKにお問い合わせください。＊8「Bluetooth機器」の特性や仕様によっては、操作方法が異
なったり、データのやりとりができない場合があります。対応プロファイルについて、詳しくは「ドコ
モのホームページ」でご確認ください。＊9 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。海外でのご利用について、詳しくは「ドコモのホームペー
ジ」でご確認ください。
◎「FOMA」
「Xi／クロッシィ」
「おサイフケータイ」
「VoLTE」
「デコメ」
「iモード」
「デコメ絵文字」
「デ
コメール」
「WORLD WING」
「エリアメール」
「iアプリ」および「WORLD WING」ロゴ、
「エリアメール」
ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。◎「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標で
す。◎「microSD」
「microSDHC」はSD-3C,LLCの商標です。◎「学研モバイル国語辞典」
「学研モバ
イル和英辞典」「学研モバイル英和辞典」は、学研編集の著作物です。◎Wi-Fi®、Wi-Fiロゴは
Wi-FiAllianceの登録商標です。◎Bluetoothは、BluetoothSIG,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。◎「あわせるボイス®」
「HumanCentric」
「ヒューマンセント
リックエンジン」とそのロゴは、富士通株式会社の登録商標です。◎その他、本誌に記載されている会
社名・商品名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。
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F-02J の操作および本カタログのお問い合わせ先
富士通サポートセンター 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。

総合お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉
ドコモの携帯電話からの場合

一般電話などからの場合

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。 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 ※番号をよくお確かめの上、おかけください。

【製造元】富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社

DC001484
本カタログの内容は2016年9月現在のものです。

2016.10

このカタログにはFSC 森林認証紙、植物油インキを使用しています。

