こ れまでと変わらない
らくらくホンの使いやすさで、
スマートフォンで体験できる
新しい世界を。
長年培ってきた、らくらくホンシリーズの使いやすさはそのままに、
待望の

に対応した、らくらくスマートフォン4。

これからは、話題のアプリや、人気映画、懐かしの名曲などを
時間や場所を気にすることなく、思いのままに楽しめます。
もちろん、旅先などで役立つ地図だって、思う存分活用できます。
さぁ、あなたも、スマートフォンでできることすべてを、
使いやすさにこだわった、この1台から始めてみませんか。

1

2

デザイン

ホワイト
手にしっとりとなじむ
ソフトなマットカラー

めざしたのは、持ちやすく
美しさに満ちたデザイン。
時間の経過とともに“自然と丸みがついた石けん”を
モチーフにしたラウンドフォルム。
そのやさしいカタチは、男女問わず
手のひらに自然となじみます。
さらに、洗練された大人にふさわしい、上質なカラーを3色ご用意。
持ちやすさと美しさを両立させた一台です。

ブラック
深みのある光沢が美しい
高級感あふれる
クールなカラー

ピンク
上質な大人を意識した
艶のあるビビッドカラー

3

※画像はイメージです。

4

細 部にまでわたる、使いやすさへのこだ わり。
● サラサラコートディスプレイplus

● 受話口

● ワンタッチブザー

● ウルトラタフガードplus

指紋や皮脂を目立たなくし、

場所がわかりやすく、

緊急時に大音量で

塗装を何層も重ねているから

画面の美しさを長期間キープ。

聞き取りやすい。

知らせてくれる。

剥がれにくくキズもつきにくい。

● サイドキー

自然と握る位置に
配置しているから
押しやすい。

● カメラボタン

大きくて
押しやすいから、
シャッターチャンスを
逃しにくい。

5

●

● ハードボタン

● ダブルマイク

● 日本語表記

強化ガラスを備えたことで、

押しやすくて使いやすい

2つのマイクで周囲の騒音を取り除き、

しっかりと日本語表記しているから

画面にキズがつきにくい。

ボタン形状。

クリアな声を相手に届ける。

各キーの役割がわかりやすい。
※画像はイメージです。

6

あなたを夢 中にさせるものが 、きっと見 つかる。
グーグルプレイ

コミュニケーション
アプリで
みんなと楽しく

とは 、

人気ゲーム や
歴代の名曲 を
好きな時間 に

が提供するアプリ・映画・音楽などの配信サービス

です。
らくらくスマートフォン4でも利用ができるようになりました。
これからは、たく
さんのアプリや、人気のゲーム、話題の映画・音楽・書籍などを、自由に楽しむことが
できます。家族と一緒に楽しみたかったあのアプリも、見逃していたあの映画も、す
ぐに手に入れられます。

音声入力で欲しいものを即座に検索
検索窓の横にあるマイクアイコンを押したあとに、探したいキーワードを話しかけ
るだけで即座に検索できます。

ゲーム
音楽

SNS

用途に合わせて選べる
2つのホーム画面

見たかった
映画やあの本を
外出先でも

映画
電子書籍

人気ゲーム

らくらくスマートフォン4のホーム画

気になる
ニュースを
すばやく
チェック

面には 、

を活用できる

「アプリ追加用ホーム」に加え、アプ
リを追加することなく、これまで通

ニュース

り本体の機能だけを楽しめる「らく
らくホーム」をご用意。自分の用途
に合わせて選ぶことができます。

7

らくらくホーム

アプリ追加用ホーム

※画像はイメージです。

8

直感的に操作ができる。見たいサイトに すぐ行ける。
インターネット

初心者でも迷うことなくネット検索

ブラウザ

みんながインターネットをかんたんに楽しめるよう、
らくらくスマートフォン専用ブラウザ
を搭載。
よく使う検索ボタンや、
ブックマークボタンが常に表示されているので、見たい
サイトや気になるサイトにすばやくアクセスできて便利です。

気になる言葉の
さまざまな情報をらくらく表示
［らくらくワンタッチ検索］

お気に入りサイトへ
すばやくアクセス

検索ボタンを押すと
「通常検索」
に加えて、

［ブックマーク］

調べ物に便利なカテゴリが一覧で表示さ

はじめて訪れる
場所でもあんしん

れる
「らくらくワンタッチ検索」をご用意。

ホーム画面上に、
ブックマーク

気になるカテゴリボタンを選択するだけで

したサイトのショートカット

検索候補が絞り込めるので、
よりかんたん

ボタンを配置できます。わざ

に目的の探し物が見つけ

わざブラウザを開いてから探す

やすくなります。

ことなく、
よく閲覧するサイトに
すばやくかんたんにアクセス
できます。

常時表示の
「戻る」
「メニュー」
ボタンで
操作もかんたん

毎日に役立つ情報を手軽にチェック ［dメニュー］
天気、ニュースなど知りたい情報へかんたんにアクセスできる
dメニューを、
らくらくスマートフォン向けにご用意。ホーム画面に

今夜の天気を
すばやく確認
9

見たいブログを
いつでもどこでも

専用のボタンを配置したうえ、メニュー構成がシンプルでわかり
やすいので、手軽にインターネットを楽しめます。
※画像はイメージです。 10

家族の笑顔も、自分の趣味も、かんたん・ キレイに撮影ができる。
カメラ

最高の1枚とムービーが1度で手に入る

スマイルムービー

写真と動画を同時に撮影できる｢スマイルムービー｣なら、
シャッター直前の3秒間も
自動で動画保存されます。
とっておきのベストショットに加えて、何気ない自然な仕草
も大切な思い出として再生することができます。ブランコやかけっこなど、ベストな
一瞬を捉えにくい、動きのあるシーンもいつの間にか動画保存されています。

シャッター

カメラ起動
起動

シャッター前の約3秒間を自動で 動画 を保存

写真
動画

アルバムの写真ファイルには
が表示されるので、
どの
写真が動き出すかがひと目
でわかります。

アプリの場所を自分好みに並び替え可能
感動の一瞬を、
タッチ操作ひとつでとらえる
被写体にタッチするだけでかんたんに
ピントが合い、
シャッターを切ることが

タッチシャッター&
サイドキー撮影

サイドキーでも
撮影可能！

できます。迷うことなく直感的に操作が
できるので、撮りたい瞬間を逃しませ
ん。もちろん、押しやすいカメラボタン
での撮影も可能です。

ベ ストショットも、自然な動きも、一度に撮れる

11

※画像はイメージです。 12

家族の笑顔も、自分の趣味も、かんたん・ キレイに撮影ができる。
圧倒的な美しさで、
いつまでも色あせない思い出を

グランビュー

GRANVU

その場の雰囲気を、
そっくりそのままアルバムに

高 感 度・低ノイズと多 彩な撮 影 機 能を実 現する、富 士 通 独自の高 性 能 画 像 処 理

暖色LEDを搭載しているので、

エンジン「GRANVU（グランビュー）」を搭載。ハイクオリティな写真撮影を手軽に

その場の雰囲気をそのまま写真

楽しめます。

として残すことができます。
より

暖色フラッシュ

自然で、温かみのあるシーンの
撮影が可能です。

■ 高性能センサー

従来のフラッシュ
（F-12D）

暖色フラッシュ

美しく撮影することが難しい薄暗いシーンでも、人物や風景を明るくキレイに撮影

本格的な動画撮影も思いのまま

することができます。

クイック動画切り替え

静止画撮影中に動画を撮りたくなったらワンタッチで切り替
え可能。大切なシーンを逃すことなく、
動画撮影が行えます。

静止画

動画 切り替えボタン

※切り替えボタンは人の顔を検出時に、青くなります。

■ 約1,300万画素広角カメラ
広角レンズ（22mm）を採用することで、風景や人数の多い広範囲の撮影が可能に
なりました。

埋もれがちな写真も、わかりやすく
アルバム
かんたんアルバム整理
「お気に入りに登録」ボタン
（★ボタン）を押すと、かんたんに

従来、被写体が切れてしまった
シーンも…

ワイドなシーンも収まりやすく！

好きな 写 真 をまとめることができます。表 示 切り替えも
「日付」や「お気に入り」
ごとにワンタッチで行えるので見たい
写真をすぐに探すことができます。

従来
（らくらくスマートフォン3）

13

らくらくスマートフォン4

※画像はイメージです。 14

仲間と家族といつでもつながる喜びを、ら くらくコミュニティで。
楽しさイロイロ！らくらくコミュニティの多彩なサービス

気軽に語れてみんなで盛り上がれる みんなの掲示板
趣味・生活に関する情報や、
スマートフォン活用法など、
役立つ情報が満載です。

自慢の作品を披露しあう イベント･コンテスト
よく撮れた写真を気軽に投稿できるフォトコンテストや
季節に合わせた掲示板などをご用意しています。
月額使用料無料＊

新たな楽しさ、
つながりが発見できる
「らくらくコミュニティ」
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

家族同士でつながる ファミリーページ
お孫さんなどの写真が待受画面に自動で届き、
写真に対してコメントを返信できます。

ます。利用料が無料＊なうえ、誤って個人情報などを投稿しないように専門スタッフが
24時間確認しているため、
初めての方でもあんしんして楽しめます。
あんしんポイント！

メッセージ交換も楽しめる ともだち
他の人と
「ともだち」になると、その人の投稿が見られるのは
もちろん、メッセージ交換なども楽しめます。

利用料はすべて無料＊
● 専門スタッフが24時間チェック
●

特定の仲間とつながる 個人サークル
ご家族や友人、地域クラブなど、
親しい間柄での連絡手段に活用できます。
このアイコンから
かんたんに
はじめられます

脳力ストレッチングから定番ゲームまで楽しめる ゲームコーナー
脳年齢測定や麻雀、
リバーシ、ナンバープレイスなど
多彩なゲームを楽しめます。

15

＊ご利用には別途パケット通信料がかかります。 ※画像はイメージです。 16

仲間と家族といつでもつながる喜びを、ら くらくコミュニティで。
読んで楽しい、
参加して楽しい

アプリの場所を自分好みに並び替え可能
孫の元気な成長を、
ファミリーページで

掲示板

投 稿されている記 事の中に

「孫の成長をもっと見られたら…」という親世代、

は、面白話や感動話、役立つ

「親孝行をもっとしたい」
という子世代、そんな両世

話などが満載。景色やペット

代の思いを叶える「ファミリーページ」。親子や夫婦

などの写真や多種多彩な記

など、親しい方とだけ写真やメッセージを共有できる

事を楽しむことができます。
も

サービスなので、
プライバシーもあんしん。お孫さん

ちろん、自分で投稿すること

の成長などを、写真を通じて手軽に楽しめます。

も可能です。
写真を送るよ〜

あ、きたきた！

気軽に楽しめる
身近な生活や趣味の話題、
役立つ情報が満載！

2

1

テーマ一覧

記事詳細

よく撮れた写真をみんなに見てもらおう
らくらくコミュニティでは、テーマを設
けたイベントやコンテストを定 期 的 に
開 催 。中でも人 気はフォトコンテスト。
うまく撮れた写真があったら気軽に投稿
してみましょう。
「みんなのコメントが

家族から写真とメッ
セージをファミリー
ページに投稿。

大賞

フォトコンテスト9月
「決定的瞬間」
作品名
「かえるんピック 鉄棒編」

メッセージ付きの写真が自動
でトップ画面に表示される!

投稿写真は最大25枚まで
トップ画面に表示可能！

写真へのコメントや思い出の
振り返りもかんたん！

家族揃って手軽に楽しめる｢ファミリーページ｣専用アプリ
専用アプリをダウンロードすれば、
らくらくスマートフォン以外の
機種でも
「ファミリーページ」
の利用が可能です。
機種に関わらず
ご家族みんなで楽しめます。

者からも大好評です。
※イベントやコンテスト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。

専用アプリの対応機種：
Android 4.0以降（一部の機種除く）、
iOS 6.0以降

その他の過去のコンテスト・イベント例

17

待受画面

ファミリーページのうれしいポイント

審査結果

あいうえお作文コンテスト

「ファミリーページ」は写
真ごとに蓄積。
コメント付
きアルバムになっている
から、
いつ見ても楽しい！

イベント・コンテスト

嬉しい」
「 腕を競うのが楽しい」など利用

俳句コンテスト

3

待っているだけで、
自動で待受画面に！

手芸作品コンテスト

など

※ご利用には別途パケット通信料が
かかります。

iOS用

AndroidTM 用

※画像はイメージです。 18

使いやすくてすぐに楽しめる豊富な内 蔵 アプリ。
月額使用料無料＊

みんなで脳力ストレッチング

月額使用料無料＊

ビデオコール

定番ゲーム

東北大学 加齢医学研究所 川島隆太教授

麻雀、
リバーシ、
将棋、
ナンバープレイスと

ドコモの強いネットワークが実現する、新たな音声通話サービスVoLTE（HD+）に

監修「みんなで脳力ストレッチング」を

いった定番ゲームもご用意しています。

対応。高精細な映像と高音質な音声で、お子さんやお孫さんの顔を見ながら話せる

プリインストール 。記 憶 力や集 中力、

ビデオコールが利用可能です。言葉だけでは伝えづらいことも伝えることができます。

頭の回転速度などの向上が期待できる

※ドコモのVoLTE対応機種同士で、
日本国内のLTEエリアでの通話の場合にご利用になれます。
※詳しくは
「ドコモのホームページ」
でご確認ください。

ゲームが10本楽しめます。

人気の脳の
トレーニング
ゲーム

麻雀

リバーシ

「お魚ですが、
変ですか？」

ホーム画面から直接使える多彩なアプリ
■Playストア ■

■カメラ・ビデオ

■dメニュー/検索 ■アルバム ■dマーケット
将棋

ナンバープレイス

■らくらくコミュニティ ■しゃべってコンシェル
■LINE ■乗換案内 ■ 目覚まし ■ 地図

月額使用料無料＊
月額使用料無料＊

radiko
住んでいる地 域 の 民 放ラジオを聴く
ことができるサービスです。
※ご利用になるエリアにより聴取できる放送
局が異なります。

つながりほっとサポート
利用状況（歩数計の歩数や電池残量な

※別途パケット通信料
がかかります。

■らくらくホンセンター ■使いかたガイド

ほかにも便利で楽しい、お役立ち内蔵アプリが満載！
便利ツール ■電卓 ■スケジュール ■辞書 ■メモ ■お知らせタイマー

ど）や自身の体 調 情 報を、あらかじめ

■ボイスレコーダー ■赤外線 ■QRコード読み取り ■拡大鏡 ■Document Viewer

指定した「つながり

■パソコンメール ■電話帳 ■データ保管BOX ■おすすめアプリ ■iコンシェル

メンバー」へ自動で
お 伝 えできるサ ー
ビスです。離れたご
家 族などに元 気な
様 子をお知らせで
き、あんしんです。

19

話題のLINEを
楽しめます！

健康・ショッピング ■歩数計 ■おサイフケータイ ■トルカ
エンターテイメント ■テレビ ■radiko ■メディアプレイヤー ■dブックマイ本棚DL
■スゴ得コンテンツ ■iチャネル ■ゲーム ■フォトコレクション ■NHKラジオ

トラベル ■はなして翻訳 ■ドコモ海外利用
あんしんツール ■お客様サポート ■遠隔サポート ■災害用キット ■あんしんスキャン
■データコピー ■つながりほっとサポート

＊ご利用には別途パケット通信料がかかります。 ※画像はイメージです。 20

初めてでも使いこなせる、
らくらくタッチ パネル。
ボタンを押すような
感覚で入力できる

や

文字の連続打ちが快適
画面に指が触れたままでも文字の

らくらくタッチパネル

連続打ちが可能。指を離さなくても

初めてでも確実に操作ができるよう

打てるので、
うっかり隣のボタンを押

「触れる」
と
「押す」
の違いをしっかり

してしまうといったミスも防げます。

ゆ

と区 別するタッチパネルを採 用 。

よ

触れた場合は、触れている箇所を
画面がお知らせ。さらに、パネルを
軽く押すとまるでボタンのような
押し心地の振動が指に伝わり、入力
が確定します。操作したことが明確

不意に画面に触れて
しまっても誤作動なし

にわかるので、初めての 方もあん
しんして使えます。

反応する

うっかりタッチサポート

本体を握る手や指が画面の端にか

※一部のアプリケーションやインターネッ
トサイトでは、
らくらくタッチの設定に従っ
て動作しない場合があります。

反応しない

かってしまっても誤作動してしまうこ
とはありません。スマートフォンを
しっかり握りながらあんしんして操作
することができます。

触って確認
触ったボタンの色が
変わるので、
触れているボタンを
確認できます

押して確定
タッチパネルを
軽く押すと、
指先に
振動が伝わるので
しっかりと操作できた
ことがわかります

指が届きにくいボタンも
しっかり入力
おまかせタッチ

反応する
反応しない

タッチ操作の際、パネルのどの部分
を押したいかを指の角度から自動
で検知。パネルの端など指が届きに
くい場所でも、しっかりと入力でき
るので便利です。

21

※画像はイメージです。 22

自然に操作ができる「使いやすさ」を追求 しました。
見やすくてわかりやすい、
とびきりの使いやすさ

タッチメニュー

らくらくスマートフォン用に、ボタンの大きさ、視認性、画面レイアウトなど、
さまざま
な視点からメニューを開発。使用頻度やカテゴリを考慮した機能配置や、重要な情報

わかりやすさへのこだわりは細部にまで
次に行う操作を
お知らせ

画面下に
できる操作を表示

画面の切替も
わかりやすい

重要な情報は、画面
の目立つ位置に表示

には色をつけて強調するなど、見やすさと使いやすさを追求しました。迷わず使える
タッチメニューです。
よく使う機能

■重要な情報には色をつけて強調

新着表示などがひと目でわかるので、
大切な情報を見逃しません。

トップ画面

縦スクロールがメインの簡単操作

大きなアイコンボタン

好評の
ワンタッチダイヤル
アルバム

着信画面

ホーム画面

※らくらくタッチが有効な場合の画面です。

■ わかりやすい表示で使いやすい

短縮ボタン
すぐに登録相手に電話をかけられる9件の

シンプルでわかりやすい各種画面
一般的なスマートフォン

ワンタッチダイヤルボタン。
ボタンに軽く触

以上に
「わかりやすさ」
を

れると吹き出しで登録相手を確認できます。

大切に考えたらくらくス

さらに、
アイコン表示もできる

マートフォン4。
どの画面

ので、
どこに誰を登録したか

アイコンは
全15種！

ひと目でわかって便利です。

ホーム画面
切れた部分を表示し、
続きがあることを
おしらせ

も見やすくわかりやすい

押すことを連想できる
立体感のあるボタン

デザイン・表示内容なの
であんしんして使えます。
一般的なスマートフォン らくらくスマートフォン4
F-04J
（F-01J）

地図アプリ画面

メール画面

押しやすい大きな文字ボタン
直感的にらくらく押せる、大きな文字
キーを採用。大きなボタンとらくらく

文字入力パネル
大きなボタンで
押し間違いを軽減

タッチで、誤って隣のキーに触れてしま
うといった間違いを最小限に抑えます。

23

入力した文字を
ポップアップ表示

一般的なスマートフォン
（F-01J）

らくらくスマートフォン4
F-04J

一般的なスマートフォン
（F-01J）

らくらくスマートフォン4
F-04J
※画像はイメージです。 24

見やすい。つまり、目にやさしい。
場所を選ばず写真もキレイ

約4.5インチディスプレイ

メールの文字もはっきり見やすく

画面は約4.5インチ有機ELディスプレイ。
さらに画面解像度はHD（720 1280）
なので

メール閲覧時には、
「小」
「標準」
「大」
「より大」
「最大」の中から文字サイズを選択可能。

写真や動画もよりキレイに楽しめます。

自分に適した文字サイズで、
メールがらくらく楽しめます。

高い色再現性で

高いコントラスト比で白背景＆
黒文字がとっても見やすい！

いつも鮮やかで
美しい色調に！

屋内はもちろん
明るい屋外でも
はっきり見える！

年齢に合わせて
色味を自動調整
あわせるビュー

年 齢とともに変 化する色 覚 特
メール作成画面〈原寸〉
文字サイズ設定：大

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。
〈原寸〉

※文字サイズの変更はメールのみの適用となります。
25

メール作成画面〈原寸〉
文字サイズ設定：最大
※画像はイメージです。 26

見やすくて使いやすい。文字入力も便利。
メールやサイトをじっくり
持ってる間ON
読み込むのに便利

使い慣れたメニューも
ご用意

見ている間は画面が消えない「持ってる間ON」機能

らくらくホンと同じ口語 調で機 能を表し

を採用。本体を持っている間だけでなく、見つめてい

たシンプルメニューをご用意。また、好評

る間も画面が消えません。
じっくりとメールやWebを

の機能ごとに色が分かれたわかりやすい

閲覧するときなどに最適です。

ホーム画面に変更することもできます。

大きくはっきり見やすい
ボタン
文字が大きくて見やすいボタンを採用し
傾き・揺れを検知して
画面を常時点灯！

さらに、
インカメラが目線を
判断して画面を常時点灯！

ました。
さらに、ボタン入力時に出る文字も
大きく見やすいので、今押している文字を
しっかり確認できます。

見えにくいときは、
いつでもサッと拡大

いつでもズーム

カメラキーを長押ししている間は、画面を拡大。さまざまな画面をボタン
1つで拡大できて便利です。

さまざまな文字入力に対応

久しぶりです

■ 音声で文字を入力できる

中心をキープしたまま画面内が拡大！
自分が見やすい
倍率に一度合わ
せたら次回の拡
大時もその倍率
に自動でなるの
で便利！
カメラキー長押し

メールなどの文章を音声で入力
することができます。口頭でメー
ル作成が行えるので便利です。

■ 手書き感覚で文字を入力できる
大画面を活用しての手書き入力に対応。
漢字はもちろん、絵文字や英数字にも対応
しています。文字種を切り替えることなく、
スムーズに入力できて便利です。

※ホーム、
ム、
カメラ、文字入力、
文字入力 電話アプリ使用中など、
ど、
カメラキーに機能が設定されているシーンでは、
カメラキーに機能
拡大非対応です。
対応です。

27
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メールを打つのが楽しくなる、充実の文字 入力サポート。
アプリの場所を自分好みに並び替え可能
かしこい変換で思いのままに文字入力
入力した言葉に合わせて次の言葉を予測したり、
入力した文章を一気に変換・確定でき
るので快適です。
誤入力した文字も自動で修正してくれます。

長文も正しく
一発変換！
一般的な文字入力

Super ATOK ULTIAS for らくらく

アプリの場所を自分好みに並び替え可能
豊富な単語数で最適な言葉をらく
らく選択

文字入力がケータイ以上にスピーディ

らくらく2タッチ入力

豊富な単語数で、
難しい漢字や英語、
住所の入力などもかんたんに行えます。

押した行の文字がすべてポップアップ表示されるので
「お」
や
「こ」
などの母音に“お”が

「めじろ」
で住所も変換候補に
表示されて便利！

つく文字も、
ボタンを2回押すだけで文字入力が可能です。

「おめでとう」
で英単語も
変換候補に表示される！

2タッチ

一般的な文字入力
一般的な文字入力

Super ATOK
ULTIAS for らくらく
Super ATOK
ULTIAS for らくらく

ほかにも快適な文字入力を支える多彩な便利機能が満載
「あ」
のボタンを押すと
「あ行」
すべての文字が表示

「お」
も2タッチ目で入力可能！

最高レベルの文字変換で入力をスムーズに
ジャストシステム 富士通の共同開発による
「Super ATOK ULTIAS for らくらく」
を
搭載。長文を一括変換してくれる“かしこい変換機能”や、作成したい文章を素早く入力
できる“豊富な単語数”など、初めてのスマートフォンでも
あんしんの文字入力サポート機能が満載です。
29

こんなときに便利です！
スムーズに入力したい！
一度入力すれば、長期間予測候補に
表示されて変換もスムーズ！
記号などの打ち間違いを防ぎたい！
変換候補に全角／半角を区別して表示！

入力したい単語を素早く見つけたい！
地図アプリでは地名を、電話帳では
人名を優先的に表示！
方言でメールを打ちたい！
日本全国の方言（6地方辞書 ＊ ）
に対
応しています。
＊北海道・東北、関東、
中部・北陸、関西、
中国・四国、
九州地方。

※画像はイメージです。 30

聞き取りやすさと、伝えやすさを徹底追求。
人混みでも通話音声をストレスなくキャッチ

もっと聞きやすく、
もっと伝わりやすく
＊1
VoLTE
（HD＋）

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「ヒューマンセントリックエンジン®＊2
（HCE）」とドコモの強いLTEネットワークが
実現した音声通話サービス「VoLTE（HD+）」

ヒューマンセントリックエンジン®

スーパーはっきりボイス4

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。重くこもった声や甲高い声

スーパー
はっきり
ボイス4＊3

あわせる
ボイス2

ダブル
マイク

ゆっくり
ボイス

の 相 手でも、自然に通 話できるので
あんしんです。

に対応したことで、
より高品質で、
雑音の少ない
通話が可能となり、
周囲の環境が騒がしくても、
よりはっきりと聞き取りやすくなりました。
さらに聞きやすい！
雑踏の中でも通話が快適！

相手の声がゆっくり聞こえる

ゆっくりボイス

相手の声の速度を落として、より聞き取りやすくするゆっくりボイス。
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。

＊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。
＊2「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。
＊3 VoLTEでの通話中は
「スーパーはっきりボイス4」
ではなく
「スーパーはっきりボイス3」
での対応になります。

通話はもちろん、
テレビもラジオも聞きやすい
大きな受話口／大音量スピーカー

アプリの場所を自分好みに並び替え可能
通話音声を今の年齢に合わせて自動調整

あわせるボイス2

あらかじめ自分の年齢を入力することで、
相手の声をあなたに合わせて聞きやすく
自動調整します。また、サンプル音の中か

受話口の位置がわかりやすいので、耳に合わせやすく通話音声をしっかり聞き取る

ら、自分の聞き取りやすい音質を選ぶこと

ことができます。また、受話音量は8段階の大きさで設定可能。大音量スピーカーを

もできます。

背面に搭載しているので、
テレビやラジオの音声も聞き取りやすいです。
サイドボタンで
音量設定

【受話音量レベル】

らくらくホン7

6 段階

受話口

自分の声がクリアに届く
ダブルマイク

2つのマイクを搭 載 。周囲の騒 音を検 知
すると、自動的に雑音を抑えます。環境に
合わせて、自分の声がより聞き取りやすい

らくらくスマートフォン4

8 段階

音声で伝わります。

※テレビやラジオの場合は、7段階になります。

31
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購入後もうれしい、あんしんサポート＆ 機能。
操作に困ったら、ヘルプボタンでらくらく確認
各機能の画面上に表示された ? を押すだ

ヘルプボタン

どこでもヘルプをかんたんに呼び出す

けで、らくらくスマートフォン4のさまざま
な使い方をかんたんに調べることができま
す。いつでもどこでもわからないことをそ
の場で調べられるので便利です。

万一の詐欺被害を、
しっかり抑止
通話料無料

わからないことは無料の電話相談で解決

らくらくホンセンター

つながります。
らくらくホンセンターへ接続

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。

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」。専用ボタンを押すだけで、
ワンタッチで

やさしい言葉で
わかりやすく
説明

専用着信音

※あらかじめ設定が必要です。

迷惑電話にご注意ください。

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
1

● 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。

受付時間：午前9時〜午後8時（年中無休）

迷惑電話対策

● 一部のIP電話からは接続できない場合があります。

電話帳に登録されていない
相手からの着信

自分

発信者
2 発信者にメッセージを流す

わかりやすい、かんたん操作ガイドを同梱

（ 警告ガイダンス）
警告ガイダンス

操作方法が画像でわかりやすく説明され

この通話は、迷惑電話防止のために録音されます。

た「かんたん操作ガイド」を同梱。大きな

また、呼び出し中は一時的に無音状態になります。

文字表記はもちろん、項目ごとの色分け

おつなぎ致しますので、
このままお待ちください。

や、わかりやすいイラスト説明までついて
いるなど、便利な工夫が満載です。

3 電話帳に登録していない

人からの着信を知らせる＊

4 会話を録音
（自動録音）

あとで周囲の人に相談できます。
＊警告ガイダンスの時点で発信者が電話を切った場合、
らくらくホン側の着信音は鳴りません。

33
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購入後もうれしい、
あんしんサポート＆機能。

充実の音声読み上げ。
アプリの場所を自分好みに並び替え可能
わかりやすい音声読み上げ

さまざまなシーンで使い方広がる優れた性能
■ MIL規格14項目に準拠したタフネスボディ

わかりやすい読み上げ内容はもちろん、
タッチパネルを活かした使いやすい操作性にも

米国国防総省が定めたMIL規格の14項目

こだわりました。
さらに、
ジェスチャー操作で読み上げをサポートします。
また新たに、

に準拠。耐久試験をクリアし、日常づかいを

単語登録もできるようになりました。

はじめ、豪雨や雪山などのさまざまな環境

■ 画面を指でたたくと
画面表示を読み上げる

■ 項目移動&入力確定も画面を
指をスッとすべらせるだけ

画面を3本指でたたくと、現在何の画面を

画面上で指をスッとすべらせるたびに選択

表示しているかを読み上げて確認すること

項目を上下に移動することができます。
また、

で、安心して使えます。

選択している場所を気にすることなく2回指

ができます。

防水
（浸漬） 防水
（風雨）

塩水耐久 高温動作

防塵

高温保管

耐衝撃

低温動作

耐振動

低温保管

耐日射

低圧動作

でたたくとで簡単に入力確定できます。

防湿

設定です。
15件中、1件目から
6件目まで表示して
います。

確実に目的
のボタンを
選択する時
に便利

低圧保管

※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℃固定）
、
高温保管
（70℃固定）
、
低温動作
（-20℃固定）
、
低温保管
（-30℃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。

■ アプリの場所を自分好みに並び替え可能
高さ1.2mからの落下にも耐えうる設計
富士通独自の耐衝撃構造と26方向からの耐衝撃落下テストの実施に
より、
スマートフォン落下時にありがちな画面割れのリスクを抑えます。

■ アプリの場所を自分好みに並び替え可能
毎日の生活に便利な防水・防塵対応
（IPX5/8・IP6X）

左右のフリックで
フォーカスを上下に移動

■ 音の変化で画面の位置確認
画面を2本指でなぞると、画面上部は低音、
下部は高音とスクロール音が変化するので、
ページのどの位置にいるのかがわかります。

水まわりや、ガーデニング時にもあんしんの防水・防塵性能に
対応。
アクティブな毎日をしっかりとサポートします。
※防水・防塵性能について詳しくはP38をご覧ください。

アプリの場所を自分好みに並び替え可能
動画やサイトをあんしんして楽しめる驚きの電池持ち
電池切れを気にせず使える2,100mAhバッテリーを搭載。こまめに
充電する必要もなくなるので旅行などにも便利です。

35

選択できない
ものには、 ピッ
「ピッ」
という
音でお知らせ
選択できる
ボタンは、 ポッ
「ポッ」
という
音でお知らせ

画面の上に
いることを
低音で
お知らせ

画面の下に
いることを
高音で
お知らせ

画面上のどこかで
ダブルタップで
フォーカス部分を確定

■ Web読み上げ/リピート読みに対応
要望の多かった
「Web読み上げ」
や、読み上
げを聞き逃しても側面のカメラボタンを押
せばもう一度聞ける
「リピート読み＊」
に対応
しました。
カメラボタンで
リピート読み

＊カメラ使用時および電話着信中、
文字入力中は
異なる動作となる場合があります。

※画像はイメージです。 36

主な仕様

【 対応「○」、非対応「ー」】

サイズ（H W D）

約137 約67 約9.9mm

質量

約138g

OS

Android TM 6.0

基 本 スペック

CPU
メモリ

MSM8953（2.0GHz オクタコア）
内蔵

RAM2GB／ROM16GB

外部

最大256GB(microSDXC)＊1

バッテリー容量

2,100mAh

連続待受時間

LTE:約580時間 3G：約630時間 GSM：約520時間

連続通話時間

LTE : 約690分 3G：約590分 GSM : 約580分

ディスプレイ（解像度）

約4.5インチ HD 有機EL（720 1,280）

カメラ
（アウトカメラ／インカメラ）

約1,310万画素／約500万画素

通信
基本機能

通信速度 ＊2

LTE :150Mbps / 50Mbps＊3 3G : 14Mbps/5.7Mbps

VoLTE対応

○＊4

Wi-Fi／docomo Wi-Fi

○(IEEE802.11a／b／g／n／ac)／○

Bluetooth ®（対応バージョン）

○（4.2）＊5

赤外線通信

○

防水／防塵／MIL規格

○（IPX5/8）＊6 ／○（IP6X）＊7／○

ワンセグ／フルセグ

○＊8 ／ー

急速充電(ACアダプタ04／05)

○＊9 ／○＊10

非常用節電機能

○＊11

サービス

GPS／オートGPS

○／○

おサイフケータイ®

○＊12

エリアメール

○

WORLD WING ＊13

○

＊1 外部メモリはすべての動作を保証するものではありません。＊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。ベストエフォート形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対応エリアについて、詳しくは「ドコモのホームページ」
でご確認ください。
＊3 東名阪の一部に限ります。＊4 高音質通話、
ビデオコール等に対応。＊5 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」
をご確認ください。＊6 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。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。
＊7 IP6Xとは、保護度合いをさし、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、取り出したときに内部の塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。＊8 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。
ワンセグ放送の受信状態をよくするためには、
アンテナを十
分引き伸ばしてください。
また、
アンテナの向きを変えたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。
ワ
ンセグサービスについて、詳しくは「一般社団法人 放送サービス高度化推進協会のホームページ」
（www.apab.or.jp）な
どでご確認ください。＊9「急速充電」
とは、携帯電話機の充電性能として、DC5V 1Aを超えた入力に対応しており、かつ
「ACアダプタ 03／DCアダプタ 03」使用時と比較してより速く充電することができる機能のことです。
ご利用には「ACア
ダプタ 04／DCアダプタ 04」｢ポータブルACアダプタ 01｣「ACアダプタ 05」
（別売）が必要です。＊10「ACアダプタ 04」
と充電スピードは変わりません。＊11 必要最低限の機能のみ動作させることで、待受状態を長持ちさせることができま
す。＊12 FeliCa方式のサービス
（iD、WAON、楽天Edy、QUICPay、モバイルSuica、nanacoなど）のみご利用になれま
す。
＊13 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
（https://www.nttdocomo.co.jp）」
でご確認ください。
ドコモnanoUIMカードで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）
ではご利用になれません。
なお、
ドコモnanoUIMカードは、対応機種以外ではご利用になれないほか、
ドコモminiUIMカード、
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
ご利用になれなくなる場合があります。
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オプション
■本体付属品
○電池パック F35 ○リアカバー F89 ○卓上ホルダ F46
○らくらくスマートフォンをお使いになる前に ○かんたん操作ガイド
■オプション品
○電池パック F35 ○リアカバー F89 ○卓上ホルダ F46 ○キャリングケース 02
○ポケットチャージャー 01/03 ○microUSB接続ケーブル 01＊ ○ワイヤレスイヤホンセット 03/04
○ACアダプタ 04/05 ○DCアダプタ 04 ○L-01Gセット ○ポータブルACアダプタ 01 kuruko
○HW-01Hセット
＊F-04J本体と接続するには、
ACアダプタ 03との接続が必要です。
※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。

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。
●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。●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、
リアカバー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。●水道水
に浸けるときは、30分以内としてください。●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。］

MIL規格14項目準拠について
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。

ご利用にあたっての ご注意
●らくらくスマートフォン4本体、電池パック、ACアダプタ、
ドコモnanoUIM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。●らくらくスマートフォン4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。
●お客様ご自身でらくらくスマートフォン4本体、
ドコモnanoUIM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。
●らくらくスマートフォン4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、
パケット定額制サービスのご利用を強くおすすめします。●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。

◎
「VoLTE」
ロゴ、｢おサイフケータイ｣は、株式会社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。◎Google、Google Play、Android、AndroidロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。◎Wi-Fi®、Wi-FiロゴはWi-Fi Allianceの
登録商標です。◎SD、microSD、microSDHCおよびmicroSDXCはSD-3C,LLCの商標です。◎Bluetooth®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。◎CorningとGorillaは、Corning Incorporatedの登録商標、Native
Damage Resistanceは、同社の商標です。◎「あわせるボイス®」
「Human Centric」
「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。◎
「FeliCa」
はソニー株式会社の登録商標です。◎LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。◎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。◎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。
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総合お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

らくらくスマートフォン4 F-04J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

ドコモの携帯電話からの場合

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。

151（無料）

（局番なし）

一般電話などからの場合

0120-800-000

※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。

受付時間 午前9：00〜午後8：00（年中無休）※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2017年1月現在のものです。

【製造元】富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社

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。

2017.01
DC001481

