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カラフルで上品なボディデザイン
ビビッドなカラーにパール粒子がきらりと光る上品なデザイン。

本体カラーごとに違う、ドットモチーフの

ミッキーマウスアイコンがアクセント。

持つだけで毎日が楽しくなるスマートフォン。

サイドキー
メタリックに輝き、

高級感を演出。

卓上ホルダ
ディズニーの映画視聴に

最適な横置きスタイル。

スマホケースを付けたまま※でも充電可能！

パッケージ
オリジナルパッケージに

入れてお届け。

カラフルなデザイン＆コンテンツ！
　　 毎日をハッピーに彩るディズニー スマートフォン

光るスマートフォンピアス
光によって輝きが変わる

付属のスマートフォンピアスを挿すと

サプライズ演出が！
※パッケージに F-03F同梱卓上ホルダ対応”と

記載のあるケースが対象です。
”

詳しくはP.3ヘ。

＊画像はイメージです。　©Disney
0201



充実のハイスペックで、ディズニーエンタ ーテインメントを楽しもう

スマートフォンピアスを挿すと、サプライズ演出が 誰でもキレイに撮れて、たっぷり楽しめる

スマートフォンピアスを挿すたびに、4種類のキャラクターがランダムに登場。

何のキャラクターが出てくるかは、お楽しみに！
1,310万画素のカメラ

カメラまかせで、色鮮やかな写真が撮影できる。

夜景やイルミネーションなど光のシーンでも大活躍。

またカメラの向きや被写体との距離を判別し、

高速オートフォーカスで

すばやくピントを合わせるので、撮りたいシーンを逃さない。

ミッキーのオリジナルシャッター音で、撮影も楽しい！

ミラー機能

130万画素インカメラを使った

ミラー機能で、メイクのチェックもできる。

ミッキーのフレームがカラフル！

HD有機ELディスプレイ

約4.7インチ有機ELディスプレイで、

撮った写真をくっきり鮮やかに表示。

富士通だけのヒューマンセントリックエンジン®で、もっと使いやすく便利に、快適に使える充実の基本機能

画面のON/OFF・
ロック解除ができる
指紋センサー

片手で女性が持ちやすい
サイズ
約134（H）×67（W）×10.3（D）mm

バッグに入れても
気にならない
質量約147g

対応製品と
連携して使える
Bluetooth4.0

※1 防水性能、おサイフケータイ〈NFC（FeliCa搭載）〉、Xiエリア・通信速度について、詳しくは裏表紙をご覧ください。　※2 ワンセグご視聴の際は、同梱のアンテナ付イヤホンケーブルF01が必要です。
※3 IEEE802.11acドラフト版に対応。今後の正式規格対応商品や他社のドラフト版対応商品とは通信できない場合があります。対応商品は「FMWORLD」（富士通ホームページ）をご確認ください。

※4 バッテリーの取り外しはできません（バッテリーの交換は有料です）。※5 一般に想定されるスマートフォンの利用（1日につきWeb閲覧、アプリの利用等約80分間の利用）があった場合の電
池の持ち時間です（当社調べ）。実際の利用状況（連続通話や動画を大量にダウンロードした場合など）によってはそれを下回る場合があります。　

屋外でも画面を明るく見やすく調整する「スーパークリア

モード」や、持っている間は画面が消えない「持ってる間

ON」で、シーンに合わせて快適に楽しめる。

アプリやゲームを寝転がりながら！
寝転がったときも、画面の向きを顔に合わせて正しく表示する

「あわせるローテーション」で、誤った回転をしないから快適！

ヒューマンセントリックエンジンとは、富士通が長年培ってきたモバイルセンシング技術により、使う人を中心にした

豊かで快適な生活をサポートするシステムの総称です。

裏返すだけですぐにOFF！
本体を裏返せば音もバイブもOFFできる「ふせたらサウン

ドオフ」で、急に着信音が鳴っても大丈夫！

お子さまと映画を見るときも安心！
「タッチブロックモード」でタッチ操作を一時的にブロックするか

ら、動画視聴中などお子さまが意図せず画面にタッチしても安心。

イルミネーションも
キレイ！

＊画像はイメージです。　©Disney/Pixar

2,600mAhバッテリー搭載で、

充電なしで2日以上※5存分に楽しめる

長持ちスマートフォン。

レジャーや急な外泊も安心です。

限定
F-03F   大容量バッテリー※4

スマートフォンの楽しさを気軽に長時間！

東京、愛知、関西の一部に限る

ディスプレイ

約4.7インチ
HD / 有機EL

2.2GHz
クアッドコア

2GB/32GB

Android4.2 防水
(IPX5/8)※１

おサイフケータイ
NFC（FeliCa搭載）※１

赤外線通信

WORLD WING
クラス4

Wi-Fi
テザリング

ワンセグ※2

OS

内蔵メモリ

RAM/ROM

受信時最大 150Mbps IEEE802.11
a/b/g/n/ac※3送信時最大 50Mbps

Wi-Fi通信速度

CPU

0403

Mickey Mouse

Donald Duck StitchPooh

※１



豊富なカラフルコンテンツ

多数のアーティストによるコンテンツアート

アーティストが描く作品が、

空間を漂うライブ壁紙。

ディズニー 101アートライブ壁紙

〈コンテンツアートとは〉

多数のアーティストが思い描いたディズニーのイメージが集まり、

100のアート作品が生まれました。あなたが思い描くディズニーも、

アート作品やあなたの写真を組み合わせて表現することができます。

最後の101番目のアートをあなたが描き、「Disney 101 Art Collection」が完成します。
話しかけると、ミッキーが言葉に応じて

さまざまなアクションをする

楽しい音声認識ライブ壁紙。

ディズニーのアプリを起動してくれる

便利機能も。

ハローミッキーライブ壁紙

＊2013年12月提供予定。「Disneyマーケット」よりダウンロードが必要です。

＊一部機種では表示されない色、ポーズがあります。

その他、楽しいコンテンツがずらり

マチキャラ

7日間、毎日違う7種類のキャラクターが

７種類のポーズで登場。

特別な時間だけに起こる

スペシャルイベントも。

細部までディズニーデザイン

着信画面、ナビゲーションバーなど、

さまざまな画面がディズニーテイストに

カスタマイズ。

また、新たにディズニーフォントもプリインストールし、

かわいいフォントが使える！

アーティストが描く

アート作品をギャラリーのように

見て楽しむアプリ。

自分のお気に入りの作品を集めて、

壁紙にも設定できる。

＊掲載のコンテンツは、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の提供コンテンツです。　＊画像はイメージです。　©Disney/Pixar

限定
F-03F

※ ディズニー・モバイル・オン・ドコモのスマートフォンをご利用のお客さま限定です。ご利用の際は「Disneyマーケット」への無料会員登録が必要になります。「Disneyマーケット」登録には、sp
モード契約（315円/月）が必要になります。別途パケット通信料がかかります。

着信時 デコメ素材
and more...

ディズニーフォント

限定

Disney
Mobile
on docomo

※

限定

Disney
Mobile
on docomo

※

限定
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※

限定

Disney
Mobile
on docomo

※



＊きせかえコールをご利用の場合、プライバシーモードや着信拒否設定などの
　着信関連端末設定が無効になる場合がありますので、ご注意ください。
＊本アプリのダウンロードには、spモード契約（315円/月）が必要になります。

07

豊富なカラフルコンテンツ

画面をなぞってボールを割れ！
ユーザー操作に応じて主人公のスティッチが

カラフルなペイントボールを割っていく、

爽快感あふれるフリックゲーム。

ミッキーマウスアイコン型の時計ウィジェット。

時計の背景は、100種類のアート作品から

好きなものが選べる。

さらに、お気に入りの写真を

背景に設定することも可能！

今日の天気を、最短1時間ごとに表示。

スキンやキャラクターを自分好みにカスタマイズ。

ウィジェットにしてホーム画面でもチェックできる！

きせかえコール

ミッキーマウスがかわいい動きで着信をお知らせ。

ほかにも自分好みのアニメーションをダウンロードして、

お気に入りの着信画面に きせかえ”よう！”

限定

Disney
Mobile
on docomo

※1限定

Disney
Mobile
on docomo

※1

限定

Disney
Mobile
on docomo

※1限定

Disney
Mobile
on docomo

※1

※1 ディズニー・モバイル・オン・ドコモのスマートフォンをご利用のお客さま限定です。ご利用の際は「Disneyマーケット」への無料会員登録が必要になります。「Disneyマーケット」登録には、
spモード契約（315円/月）が必要になります。別途パケット通信料がかかります。

＊2013年12月提供予定。「Disneyマーケット」よりダウンロードが必要です。
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Disneyマーケットには、かわいい無料※１  アプリがいっぱい！

限定

Disney
Mobile
on docomo

※3

卓上ホルダに本体をのせて

充電がスタートすると、

横画面視聴に

最適なメニューが

立ち上がります。

シアターモード

シンデレラ ポカホンタス

デスパレートな妻たち フィニアスとファーブ

デコメ素材、デコメ絵文字

ゲーム

動画

音楽

ツール

ライブ壁紙きせかえ

画面に触れるとキャラクターなどが動く、
かわいいライブ壁紙をたくさんご用意！

マイクとサリーが最強タッグを組んで、
ブーを助け出すアドベンチャーゲーム。

同じキャラクター同士を
マッチングして
高得点を狙おう。 

メール素材は3万点以上！
シーンや相手にぴったりの
かわいい素材で気持ちを伝えて！

チップとデールと一緒に
お料理を学ぶ知育アプリ。

ディズニー
キャラクターと
いっしょに毎日を
過ごそう！

3枚の絵パズルを、
キャラクター等の
1枚の絵に
組み合わせる
パズルゲーム。

好きなテーマを選んでホーム画面を
簡単カスタマイズ！

限定

Disney
Mobile
on docomo

※3

落書きやスタンプ、フレームで
オリジナル写真に。

お子さま向け

この他にも、無料※１アプリを豊富にご用意！

世界で話題のコンテンツを無料放送するBSテ
レビ局、BS258Dlife(ディーライフ)から人気の
海外ドラマやアニメーションなどをお届け！

ディズニーの音楽はもちろん、ディズニー以外
の楽曲を含むすべての音楽を再生・管理でき
るオリジナル音楽プレイヤー。
ディズニーが配信する楽曲はパーク、映画の
サウンドトラック、オリジナルアレンジまで、
すべて無料でダウンロード可能！ 

＊画像はイメージです。　©Disney/Pixar

ディズニー・モバイル・オン・ドコモなら、無料登録※2で、
映画やデコメなど3万以上のコンテンツがすべて無料※１！

さらに！

イヤホン（別売）を挿すだけで

DisneyシネマやDlifeが

すぐに楽しめる

イヤホンランチャーメニュー

も搭載しています。

※2 別途パケット通信料がかかります。「Disneyマーケット」の登録には、spモード契約（315円/月）が必要になります。※3 ディズニー・モバイル・オン・ドコモのスマートフォンをご利用のお客
さま限定です。ご利用の際は「Disneyマーケット」への無料会員登録が必要になります。「Disneyマーケット」登録には、spモード契約が必要になります。なお、「Dlife」はBSチャンネルでも視聴
可能です。　＊掲載のコンテンツは、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の提供コンテンツです。　

Disneyシネマ： ＊「シンデレラ」は2014年3月配信予定のタイトルです。 ＊「ポカホンタス」は2014年2月配信予定のタイトルです。 ＊配信タイトルは変更する可能性があります。 ©Disney 
Dlife： ＊2013年12月以降の配信タイトルです。タイトルにより配信期限が異なります。配信タイトルは変更する可能性があります。 ©Dlife  「デスパレートな妻たち」©Touchstone Television、
「フィニアスとファーブ」 ©Disney　※１別途パケット通信料がかかります。ゲームの一部オプションをお楽しみいただくには、有料になるアプリがあります。コンテンツをご利用の際、データ量が
多くなり、比較的短時間で速度制限条件に達する場合があります。速度制限下での動画コンテンツの視聴は困難ですので、無線LAN（Wi-Fi）でのご利用をおすすめします。　

人気のアニメーション映画など、とっておきの

動画コンテンツをラインナップ！

限定
F-03F



ディズニー・モバイル・オン・ドコモをお持ちで、
「Disneyマーケット」にご登録いただいた方から
抽選で3万名様にディズニーストアのスマホケースを
1,000円引きで購入できるクーポンをプレゼント。

キャンペーン期間：
F-03F発売日～2014年2月末(予定）
対象機種：ディズニー・モバイル・オン・ドコモ全機種

キャンペーン期間：
2013年12月13日～2014年1月末(予定）
対象機種：ディズニー・モバイル・オン・ドコモ全機種

富士通株式会社

もれな
く

Disney Mobile on docomoをお持ちの方向け特典

ディズニーストア
スマホケースが1,000円OFF!

＊画像はイメージです。デザインは変更になる場合があります。 

オリジナル
バックハンガープレゼント！
「Disneyマーケット」に
無料登録するともれなく
バックハンガーをプレゼント。

キャンペーン期間：F-03F発売日～
対象機種：F-03F

＊一部割引対象外の商品があります。

ディズニーストア
商品10%OFF!
「Disneyマーケット」内、「ニュース」の
「ディズニーストア特典」にある、指定クーポンを
見せると全国のストアのお買い物が10%引きに。
オンラインショッピングも対象となります。

詳しくは、http://d.disneymobile.jp/benefit/
＊実施内容や実施時期は変更になる場合があります。

本カタログの内容は2013年11月現在のものです。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。 2013.12DC0756

※海外からのアクセスの
　場合は有料となります。Menu お知らせ パケット通信料無料※iモードから

スマートフォン・パソコンから http://www.nttdocomo.co.jp/

ドコモのホームページ：ドコモのニュース、工事、製品、サービスなどの情報をご覧になれます。

ドコモ ディズニー

＊一部のIP電話からは接続できない場合があります。

●ドコモの携帯電話からの場合 ●一般電話などからの場合

（局番なし） （無料）
＊一般電話などからはご利用になれません。

〈スマートフォンご利用の方へ〉

＊販売価格については、ドコモショップなど販売店におたずねください。＊表記の金額は税込です。
●本カタログ掲載の写真・画面に関してはイメージです。実物と若干異なる場合があります。●本カタログ掲載のサービス・キャンペーン内容、商品の仕様・性能および料金・お申込み方法などは、予告なしに
変更する場合があります。●本カタログ掲載の電話番号およびアクセスフロー、URLなどは、予告なしに変更する場合があります。

総合お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

受付時間

＊番号をよくお確かめの上、おかけください。
午前9：00～午後8：00（年中無休）

商品やキャンペーン情報など詳しくは

〈防水に関するご注意〉●IPX5/8の防水性能。●ご使用の際はキャップ（SIM・SDスロット部カバー）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。●F-03F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。
〈NFC（FeliCa搭載）について〉●FeliCa方式のサービスおよびTypeA/B方式のサービスがご利用になれます。●TypeA/B方式のサービスのご利用には、ドコモminiUIMカード（ピンク色）が必要です。
〈Xiエリア・通信速度について〉※対応エリアの詳細は、「ドコモのホームページ」でご確認ください。●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。

◎「Xi/クロッシィ」「spモード」「おサイフケータイ」「Xiパケ・ホーダイ ライト」「Xiパケ・ホーダイ フラット」「WORLD WING/ワールドウイング」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
◎Android、Androidロゴ、YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。◎Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。◎Bluetooth Smart Readyとそのロゴマークは、
Bluetooth SIG,INCの登録商標で、株式会社NTTドコモがライセンスを受けて使用しています。◎「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。◎「FeliCa」はソニー株式会社の
登録商標です。◎その他、本誌に記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。◎掲載のコンテンツは、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の提供コンテンツです。
◎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。   

●スマートフォンは、搭載するソフトウェアのバージョンアップやアプリケーションのご利用、また、バックグラウンドで自動的に通信する機能により大容量データを
送受信し、通信料が高額になることがあります。2段階型パケット定額サービスをご利用でも早期に上限額に達する場合があるため、「Xiパケ・ホーダイ ライト」
「Xiパケ・ホーダイ フラット」のご利用を強くおすすめします。●ご利用機種に応じた機種設定や接続先をご確認の上、ご利用ください。




