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＊防水については、P.21、P.29をご覧ください。＊iモードには対応しておりません。spモードでiモードのメール       アドレスが使用できます。詳しくはP.25 をご確認ください。 ＊掲載の内容はAndroid2.3バージョンの内容です。
＊防水性能IPX5/8に対応。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、異常の有無に関わらず、2年に1回部品の交換が必要となります（有料）。

＊画像はイメージです。1

富士通の技術のすべてを集約したフラッグシップモデルが新登場。

超高速通信「X i 」をはじめ、

圧倒的な処理速度の高性能デュアルコアCPU を搭載。

さらに、使いやすさを追求した富士通の

独自技術「ヒューマンセントリックエンジン」や DLNA 連携、

デジタルカメラを凌駕する高性能カメラ機能まで備えた、感動の一台です。

Xi（クロッシィ）対応 
All in oneハイスペック防水スマートフォン



Blue Black

Magenta

超高速通信を感じさせる
　　スタイリッシュなフォルム。

手のひらにしっくりと      フィットするように
吟味された背面形状。

COLOR VARIATION

＊画像はイメージです。　 43　＊画像はイメージです。

最薄部 8.7mmのスリムボディ

手のひらにな   じむフォルム

ハイスペックを凝縮したスリム デザイン

2011年度グッドデザイン賞受賞



　 655　＊画像はイメージです。

37.5Mbps※ 12.5Mbps※

スピーディーなアクセスで、ストレスを感じることなくインター

ネットが楽しめます。Webブラウジングはもちろん、ネット動画

などの大容量コンテンツもサクサク快適に閲覧可能です。

受信時
最大

送信時
最大

Xiエリア
通信スピード

スマートフォンを無線LANルーターとして利用可能です。外出先でもPCやポータブルゲーム機な

どのインターネット対応機器※を、「Xi」を利用した快適なブロードバンド環境に繋ぐことができます。

高性能デュアルコアCPU「OMAP4」（1.2GHz）を搭載。圧倒的な処理

性能による高速動作はもちろん、演算処理の効率化による低消費電力

も両立しています。

優れた追従性で、スクロールや、メニュー操作な

どタッチ操作がスムーズに行えます。さらに、操作感

を向上させる「スーパーグライドコーティング」を採

用。タッチパネルに施された特殊表面処理により、

滑るようなタッチ操作を実現しました。

※受信時最大75Mbpsは、Xiエリア内一部の屋内施設での速度です。対応施設の詳細については、「ドコモの
ホームページ」でご確認ください。屋外エリアでは受信時最大37.5Mbps、送信時最大12.5Mbpsとなります。
※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。

※最大8台まで接続可能です。
＊ご利用にはspモードのご契約が必要です。＊テザリング利用時は、通信料が高額になる場合がありますので、「Ｘｉパケ・ホーダ
イ フラット」などのパケット定額サービスへのご加入を強くお勧めします。＊テザリングを利用してインターネットに接続した場合、
ご利用の環境によっては外部機器においてアプリケーション（ブラウジング・ゲームなど）が正常に動作しない場合があります。

超高速通信「Xi」対応
次世代のスピード体験

＊画像はイメージです。

Xi × Wi-Fiテザリング
Xi対応でさらに快適なインターネットマシンに

高性能デュアルコアCPU搭載
圧倒的な処理速度を実現

サクサクタッチパネル®
指に吸いつくような快適な操作性

圧倒的なスピード感をこの一台 に

「OMAP4」について
グラフィックエンジンやマルチメディアエンジンなど、4つの高性能メインエンジンを
１つのチップにしたことで、各エンジン間でバランスのとれた処理が可能。高性能と高
い電力効率を両立した先進のデュアルコアプロセッサです。

（一部屋内では75Mbps） （一部屋内では25Mbps）



4.3インチの大画面に、ハイビジョンテ

レビにも負けない超高精細ディスプレ

イを搭載。見るものすべてがシャープ

に、滑らかに表示されます。

1677万色のフルカラーが、ハイ

ビジョン動画コンテンツなどをよ

り美しく、鮮やかに映し出します。

＊画像はイメージです。　 87 　＊画像はイメージです。

4.3インチ高精細HDディスプレイ
迫力の映像をより美しく

１６７７万色フルカラー対応
色鮮やかに映し出す

HD液晶FWVGA液晶
（720×1280）（480×854）

感動の美しさを実現するHD ディスプレイ



9　＊画像はイメージです。

【お風呂での利用について】 F-05Dはメーカー独自の試験基準に基づき高湿度条件下（浴室など）でご利　　　　   用いただけることを確認しておりますが以下の点にご注意しご利用ください。●せっけんやシャンプー、
入浴剤の入った水など水道水以外のものをかけたり、水道水以外のものに浸けたりしないでください。それ               ら が付着してしまった場合、   直ちに常温の水道水で洗い流してください。●湯船（温水）に浸けたり、落下さ
せたりしないでください。誤って落下させてしまった場合は、直ちに取り出してください。●湿気の多い場所                   に長時間放置しないでください。ご使用後は、浴室から取り出しておいてください。●温水のシャワーを
直接かけないでください。●サウナでは本機を利用しないでください。●寒い屋外から暖かい浴室などに急に   本機  を                         持ち込まず、一度室内に置いて本体が温まってから持ち込んでください。●浴室内では充電を行わないでください。

HDMIケーブル（別売）を利用すれば、スマートフォンのコンテンツをテレビに出力

可能です。撮影した写真やダウンロードした動画、Webページなどはもちろん、

「TSUTAYA TV」などの映像コンテンツをテレビの大画面に映し出して、家族や

仲間みんなで楽しめます。

ホームシアターに相当するバーチャル5.1ch サラウンド※で映画館や

コンサートホールで体験するような感動的なサウンドをどこでも楽し

むことができます。

HDMI マイクロプラグ（タイプD）

ハリウッド新作映画ほか、タイトル数豊富な

「TSUTAYA TV」をはじめ「ひかりTV」「Hulu」な

どのビデオオンデマンドサービスアプリを搭載。

高精細な大画面ディスプレイで、見たい映画やドラマをダウンロードしてい

つでも思う存分視聴できます。今後、ビッグタイトルが続々登場予定です。 

＊コンテンツのダウンロードは有料となります。また、別途パケット通信料がかかります。

＊Wi-Fiテザリングは、11b/g接続のみ対応です。

無線LANを利用して、快適にインター

ネットが楽しめます。カンタンに無線

LAN設定ができるAOSS接続とWPSに

対応しています。

※1 対応機器については富士通公式HP（FMWORLD）に掲載予定です。※2 著作権保護技術
DTCP-IPに対応したDLNAサーバーに録画・保存された地デジ番組が対象となります。すべての
DLNA対応機器との連携を保証するものではありません。なお、コンテンツによっては再生できな
い場合があります。また、地デジ番組のストリーミング視聴時は、無線LAN接続は11nでの接続を
推奨します。＊ご利用には、家庭内無線LAN環境が必要です。

＊画像はイメージです。　10

Wi-Fi
最新の高速通信規格「IEEE802.11n（2.4GHz）｣に対応

ビデオオンデマンドサービス連携
見たい映画やドラマをいつでもダウンロード

Dolby®Mobile v3
美しい映像を迫力のサウンドで

HDMI
様々なコンテンツをテレビに映し出す

※ステレオイヤホン（別売）接続時のみ利用できます。

DLNAに対応しているブルーレイディスクレコーダー※1などと連携して、録画

した地デジ番組※2をハイビジョン画質でストリーミング再生することができま

す。家中どこでも視聴できるので、

部屋ごとにテレビやレコーダーを

置く必要がなくなります。

＋
DTCP-IP

DLNA /DTCP-IP
家中どこでも地デジ番組を楽しめる

KITCHEN

LIVING ROOM

BATHROOM

BEDROOM

手のひらから無限に広がる エンターテインメント体験
　　　　　

ルーター



使いやすさを追求したNX! co mfort UI使いやすさを追求したNX! co mfort UI

シーン切替
仕事も遊びもどこまでも自分らしく

＊画像はイメージです。　1211　＊画像はイメージです。

シーンによって自分らしいお気

に入りのホーム画面をカンタン

に切り替えることができます。

好きな壁 紙やウィジェット、

ショートカットなどをカスタマ

イズできるので便利です。

お気に入りのアプリをどのホーム

画面からでもカンタンに起動す

ることができます。最大4個のア

プリケーションをドックに配置す

ることが可能です。

様々なアプリケーションをカテゴ

リ分けすることができます。好き

なカテゴリ名をつけられるので便

利です。

ホーム画面上で２つのアプリアイ

コンを重ねるだけでフォルダが作

成できます。フォルダをタップす

ると吹き出し形式でフォルダ内

のアプリが表示されます。また、

フォルダ名は変更することがで

きます。

カテゴリへの登録、
変更をカンタン操作で！

カテゴリ名を
自由につけられる！

ドック機能
アプリ起動をスピーディーに

アプリケーションランチャー
カテゴリ分けでさらに使いやすく

カンタンフォルダ作成
アイコンを重ねるだけでフォルダ作成

ドックによく使う
アプリを配置ドック

どのホーム画面からでも
好きなアプリを起動

プライベート（例） ビジネス（例）

アプリアイコンを
ドラッグして重ねると・・・

フォルダが作成される

好きなフォルダ名を
つけられる!!



＊画像はイメージです。　1413　＊画像はイメージです。

圧倒的な美しさのハイスペックフォトテクノロジー

HDR合成

局所階調
最適化

短時間露光
（空がきれい）

長時間露光
（建物がきれい）

クロマキーやジオラマなど特殊なフィルター機能を11種類搭載。自慢したくな

るようなこだわりの1枚が撮影できます。

元画像 ジオラマ

クロスプロセス トイカメラ 魚眼 モノクロ ダーク アンカラフル

元画像

ソフト
フォーカス

クロマキーセピア

ビビッド

その他の撮影効果

＊動画ファイルは日付の分類にのみ対応です。

他にも多彩なカメラ機能（静止画）
・ベストショットセレクト
・高感度撮影モード
・自動シーン認識

・ぼかし強調モード
・トリプルブレガード
・スーパーデジタルズーム

・無限連写モード

裏面照射型CMOSセンサー「Exmor R for mobile」、高感度、低ノイズ化

と多彩な撮影機能を実現する画像処理エンジン「Milbeaut Mobile」を

採用し、静止画も動画も一眼レフ並みに美しく、高精細な写真や動画が撮影できます。

一眼レフやデジタルカメラ市場でトレンドのHDR合成に対応。露光時間の違う2枚の写

真を同時に撮影・合成し、実際に目で見る鮮明で美しい写真をそのまま記録できます。

フルHD（1920×1080）サイズのムービー撮影が可能。細部

までくっきりキレイな映像を楽しめます。

保存された写真・動画を日付や人物で自動分類。表示

したい写真をカンタンに探すことができます。

Exmor®R for mobile/Milbeaut® Mobile
1310万画素カメラ×高性能エンジンで美しさの頂点へ

ハイダイナミックレンジ（HDR）合成
高級デジタルカメラにも搭載の高機能

アートカメラ
多彩な撮影効果が楽しい

フルハイビジョンムービー撮影
高精細な動画が撮影できる

マイコレクション
写真や動画をカンタン整理



カンタンに絵文字を
入力できる

テンキーで
文字入力中に…

絵文字を
手書き

空間を広くとり、
つぶれにくくする
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

照度センサーで明るさを感知し、周

囲に合わせて画面を最適な輝度に自

動で調整します。

明るさ自動調整

手書き文字入力

識字性にこだわったユニバーサルデザ

インフォントをプリインストール。こ

れまでのフォントに比べて、濁点・半濁

点や文字のはなれた部分が明確にな

り、読みやすさが格段に向上しました。

ユニバーサルフォント

テンキーの上から手書きで文字入

力が可能。数字や絵文字などの切替

が不要なので、直感的にすばやく文

章を作成できて便利です。韓国語や

中国語（簡体字）の入力にも対応し

ています。また、高性能な日本語入

力システム「ATOK」を

採用しています。

電話相手の声を聞きやすくして

くれます。人ごみで騒音を感知す

ると、音域ごとに相手の聞こえに

くい声を強調し、聞き取りやすく

変換します。

スーパーはっきりボイス3

ぴったりボイス

歩行中や走行中、新幹線乗車中※に、

通話時の状態を自動検知し、通話音

声を最適な聞きやすさに自動調整。

行動を検知して電話相手の声を聞き

やすくします。
※ 新幹線の車内ではマナーモードに切り替え、
通話はデッキで行ってください。

相手の話す声がゆっくり聞こえ

るようにし、より聞き取りやすく

します。相手が早口で話しても聞

き取りやすいので安心です。

ゆっくりボイス

＊画像はイメージです。　1615　＊画像はイメージです。

２つのマイクで騒音と自分の声を判別し、自分の声だけを相手にはっきり

と伝えます。

スーパーダブルマイク

聴覚

視覚

触覚

誰もが見やすい視認性

自然でスムーズな操作性

自分に最適な聞きやすさ

あらかじめプリセットさ

れた音声を聞き、その中か

ら聞きやすいものを選ぶ

ことで、利用者個別の耳年

齢を判定し、耳年齢に応じ

た音質補正を行うことが

できます。

あわせるボイス2

あわせる
ボイス2

一人ひとりに直感的な使いや すさ

※詳しくは、P.17、P.18をご覧ください。

ヒューマンセントリックエンジン

照度センサー

「見やすさ（視覚）」「操作感（触覚）」「聞きやすさ（聴覚）」。これら"３感"の心地
よさを極めるために、富士通が独自に開発したキーエンジンです。さらに、
洗練されたセンシング技術により実現した、生活に役立つ便利なアプリ※も
搭載しています。



スマートに 効率的にボディー ケア

17　＊画像はイメージです。 ＊画像はイメージです。　18

測定
筋肉の状態 /
バランスを
測定

判定
・からだの
歪み診断
・アドバイス

対策
・トレーニング
・ストレッチ

診断結果 アドバイス

富士通のセンシング技術でからだの

バランスをチェック。チェックした

結果を元に「ミスユニバースジャパ

ンビューティースクール」が監修し

たバランス改善のためのアドバイス

やトレーニング法を提供し、美ボ

ディーづくりをサポートします。

ビューティーボディークリニック

好評の歩数&活動量カウンタを搭

載。毎日の歩数のグラフ表示・健康

支援アドバイスに加え、脈拍や自

己ベスト/自己ランキングの記録も

可能です。

からだライフ

マラソンランナーの高橋尚子

さんが監修したウォーキングと

ランニングのフォーム診断で、

あなたに適切なアドバイスを

表示し、毎日の運動をサポート

します。

高橋尚子のウォーキング&ランニングクリニック

スッキリ目覚まし

加速度センサーとマイク（音響）を使い、睡眠中の体の動きや呼吸から睡眠と覚醒を

検知。眠りが浅いときにアラームを鳴動させ、スッキリ快適な目覚めを促します。

すこやかな毎日をサポート

・総合得点
・体のバランス
・筋肉のかたい部位

・脂肪のつきやすい部位
・未来予想図

測定結果

　  は、「Fイチ押しApps」より、別途アプリをダウンロードする必要があります。F

浅い

深い

アラームを鳴動 アラーム設定時刻

6:30 7:00

時間

睡
眠

30分に設定した場合

設定時間帯

Fイチ押しApps

富士通がおすすめするF-05Dに合ったアプリケーションをご紹介。お買い上
げ後、「Fイチ押しApps」アプリをタッチして、好みのアプリをゲットしよう！

＊別途、パケット通信料がかかります。

＊本体を枕の横など身体の近くに置いたままお休みください。また、充電しながらのご利用をお勧めします。F

F

センシング



データ共有を快適にする高 度な連携機能

FF-LINK
ケーブルいらずで快適にデータ共有

USB機器接続
PCいらずで直接接続

FMトランスミッタ
手軽に臨場感あふれるサウンドを楽しめる

Bluetooth®
ワイヤレス連携で使い方広がる

プリンター＆スキャナ連携
印刷もPDF化もワイヤレスでスムーズに

F

19　＊画像はイメージです。 ＊画像はイメージです。　20

USBメモリ

USB 接続 HDD

デジタルカメラ

Bluetooth対応製品と連携して、ワイヤレスで情報をやり取りすることができま

す。ハンズフリー通話を利用すれば運転中や作業中など手がふさがっていても

通話することができます。

対応プロファイル：SPP、OPP、HFP、HSP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP

＊対応機器およびPC側F-LINKソフトについては富士通公式HP（FMWORLD）をご覧ください。

Wi-Fiネットワークを使って、

F-LINKに対応したスマート

フォン、iモードケータイ、タブ

レット、PCとワイヤレスで直接

データのやり取りが可能。写真

や動画はもちろん、オフィス文書

などの送受信もスムーズです。

キヤノン製無線LAN対応プリンターを利用し、撮った写真をワイヤレスで

プリント可能※。家中どこからでもスピーディーに印刷できます。また、ス

キャナ機能とも連携しているので、写真や文書のPDF化もカンタンです。

※無線LAN対応プリンターとの接続には無線LANアクセスポイントとなる無線LANルーター
（別売）が必要となります。また、無線LANのアドホックモードでの接続は非対応です。
＊対応機器については、キヤノンHP（canon.jp/pixus）をご覧ください。

USB機器接続対応で、USBメモリ※1

やUSB接続HDD※1、マスストレージク

ラスに対応したデジタルカメラなど

を、スマートフォン本体に直接接続※2

できます。大容量データのバックアッ

プや受け渡しが手軽に行えます。

※1 FAT32フォーマット機器に対応。
※2 接続には別途専用のケーブル（別売）などが必要になります。なお、すべてのUSB機器との接続
を保証するものではありません。また、USB接続HDDはAC電源接続での運用を推奨します。

＊すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

　  は、「Fイチ押しApps」より、別途アプリをダウンロードする必要があります。F

カーオーディオやオーディオコ

ンポに電波を飛ばして、スマー

トフォンで再生している音楽を

聴くことができます。手軽に臨

場感あふれる音を楽しめます。

♪♪

♪♪カーオーディオ

オーディオコンポ

無線LAN対応プリンター



指定したサイトで

ダイレクトに

検索できる!!

＊画像はイメージです。　22

※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回部品の交換が必要となり
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、電話機としての機能を有するこ
とを意味します。 ※F-05D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。

21　＊画像はイメージです。

検索ウィジェットを
タップして…

検索する用語を入力

検索ウィジェットにキーワードを入力して、検索したいサイトを選択するだけ

で、指定したサイト内のキーワード検索した結果をダイレクトに表示できま

す。情報検索やショッピングなど、目的に応じたサイト内を直接検索できるた

め、これまでの手間を省略できます。また、検索サイト候補は自分でカスタマ

イズすることができます。

音声ファイルや動画ファイルに対応している本

格マルチメディア辞書を搭載しました。広辞苑や

リーダーズ英和辞典など、ハイエンド電子辞書専

用機と同等の本格有名辞書、全29辞書をすぐに

使用できます。知りたい用語を複数の辞書で一

気に検索できる「一括検索」も使えます。また、読

み方のわからない漢字はもちろん、韓国語や中

国語も手書き入力で検索できるので便利です。

安心の防水性能IPX5/8に対応。濡れた手

で使うのはもちろん、万が一水の中に落と

しても大丈夫です。

iモードケータイと同様に、使い慣れた便利な機能をスマートフォンでも使うことが

できます。カメラの機能として、QRコードが読み取れるバーコードリーダーに対応

しているので、別途QRコードアプリをダウンロードする必要がありません。

●広辞苑 第六版 DVD - ROM版※

+6分野別検索
（慣用句・漢字・人名・地名・作品名・季語）
●リーダーズ英和辞典　第２版※

○新和英中辞典　第５版
○新漢語林　MX版
○みんなで国語辞典②あふれる新語
○KY式日本語
○問題な日本語
○築地魚河岸ことばの話

●現代用語の基礎知識2011年版
●家庭医学館
●角川類語新辞典
●デイリー日中英・中日英辞典
●デイリー日韓英・韓日英辞典
●デイリー日独英・独日英辞典
●デイリー日仏英・仏日英辞典
●デイリー日伊英・伊日英辞典
●デイリー日西英・西日英辞典
●デイリー日中英３ケ国会話辞典※

●デイリー日韓英３ケ国会話辞典※

○デイリー日独英３ケ国会話辞典
○デイリー日仏英３ケ国会話辞典
○デイリー日伊英３ケ国会話辞典
○デイリー日西英３ケ国会話辞典

＊●はお買い上げ時に内蔵、○はダウンロードによる提供となります。
※お買い上げ時、本体内で一部簡易版（マルチメディアデータ非対応）として提供。

29辞書＋6分野別検索

暮らしに充実感をもたらす多 彩な機能

富士通モバイル統合辞書+
有名な本格電子辞書がこの一台に

ケータイでおなじみの便利機能
安心のメイド・イン・ジャパン

ウルトラ統合検索
指定のサイトですぐに検索

防水性能（IPX5/8※）
水周りでも安心

おサイフケータイ 赤外線通信※ ワンセグ エリアメール バーコードリーダー

※赤外線通信で移せるデータは以下の通りです。
電話帳／メール／スケジュール／メモ／静止画／動画／トルカ



＊画像はイメージです。　2423　＊画像はイメージです。

スマートフォンライフをさらに楽しむためのメーカーサイト

＊デフォルトのホーム画面のブックマークアイコンから簡単に
アクセスできます。

ライブ壁紙やデコメ素材など、豊富なコン

テンツが無料で取り放題！その他キャン

ペーン情報の配信や、サイトを利用するご

とにたまる＠Ｆポイントで豪華な賞品が当

たるプレゼントコーナーも実施中！

@Fケータイ応援団

@Fトップ画面

＊サービスにかかるパケット通信料金はお客様のご負担となります。＊機種によってはご利
用いただけないコンテンツがあります。＊コンテンツは予告なしに変更される場合があります｡

著名な無料・有料アプリを多数ご紹介！便

利な実用アプリから楽しいゲームまで、人

気のアプリをセレクトしました。スマートフォ

ンを手に入れたらまずココをチェック！！

アプリ紹介
おすすめアプリが一目でわかる！

Market

無料アイテムダウンロード
オリジナル絵文字や壁紙が取り放題★

デコメ絵文字壁紙 デコメピクチャ

豊富なオリジナルアイテムを無料ダウンロード！

ホーム画面やメールを自分らしくカスタマイズしよう！！

無料・有料それぞれ１００本以上

のアプリを掲載！紹介アプリは

続々追加中！

スマートフォン（Android）端末をご利用の方は、

アプリをダウンロードしてホームに設定すると

カンタンにサイトにアクセスできるようになります。

ホーム画面､またはアプリ
ケーション選択画面から
「マーケット」を選択。

スマートフォン版「＠Ｆケータイ応援団」
アプリダウンロード方法

Androidスマートフォン向け
ＱＲコード

「＠Ｆケータイ応援団」
アプリをダウン
ロード。

マーケット画面右上の虫眼鏡マークを
タッチ。入力エリアに「＠Ｆケータイ」と
入力し「＠Ｆケータイ応援団」アプリを選択。

マーケット

1 2 3



毎日の可能性を広げるアプリ とサービス

　26

アプリがグループ分けできるので探しやすく、最近使ったアプリもひと目でわかり
ます。自分好みのグループを作り、色分けしたり、アイコンを並べ替えたり、カスタマ
イズも可能。着せ替えにも対応いたしました。

docomo Palette UI

アプリケーションのインストール時などにスキャンを実行してウイルスが検出さ
れた際に、注意喚起メッセージを表示することで、スマートフォンをウイルスの脅
威からまもります。また、インストールされたアプリケーション、SMS、microSD
カード、パソコン等とのUSB接続を通して侵入するウイルスをスキャンします。

ドコモあんしんスキャン

アメリカでもハワイでも中国でもいつもの電話で通話はもちろん、メールや
インターネットが使えます。

WORLD WING（3G+GSM）

スマートフォンに無限の楽しさが広がるコンテンツマーケット。「ＶＩＤＥＯストア」
「ＢＯＯＫストア」「ＭＵＳＩＣストア」「アプリ＆レビュー」の４つのストアから、お好
みのコンテンツを利用できます。

dマーケット

＊別途パケット通信料がかかります。また、アプリケーションによっては、自動的にパケット通信
を行う場合があります。紹介しているアプリケーションには、一部有料のアプリケーションが含
まれる場合があります。＊携帯電話料金のお支払い状況によっては、「ｄマーケット」のコンテン
ツをご利用になれない場合があります。＊「ｄマーケット」上のコンテンツは、ＶＩＤＥＯストアお
よびＢＯＯＫストアを除き、各コンテンツ提供者が提供するものです。＊表示価格は税込です。

＊McAfee,Inc.又はその関連会社が提供するアプリケーションをダウンロードする必要があり
ます。＊アプリケーションのダウンロード及びウイルス定義ファイルの更新は、パケット通信料
がかかります。＊すべてのウイルスの検出を保証するものではありません。

＊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。

月額使用料 無料

お申込み 不要

①アプリケーションのインストール時に自動でスキャン！

②定期的に自動でスキャン！

③新しいウイルスに対応！

25

＊iモードの各種サービスはご利用になれません。＊ご利用には、月額使用料315円（税込）が必要
です。＊iモードの解約とspモード契約のお申込を同時に行う場合に限り、iモードのメールアドレス
の引継ぎが可能です。＊家族間無料メールには非対応です。

＊本サービスに対応したコンテンツに限ります。

＊ご利用には電話帳バックアップアプリのダウンロードおよび初期設定が必要です。
＊バックアップ可能なデータには制限があります。

■メールサービス

iモードのメールアドレス（＠docomo.ne.jp）をスマートフォンでご利用いただけます。

またメール自動受信に対応しています。絵文字やデコメールにも対応しています。

■インターネット接続サービス

「dメニュー」やインターネットのホームページを閲覧したり、音楽やゲームなどのコン

テンツをダウンロードすることができます。

■spモード決済サービス

スマートフォンコンテンツを購入する際の代金を、毎月のドコモのケータイ料金と

一緒に支払うことができます。

■電話帳バックアップサービス

万一の紛失や削除の際も安心。スマートフォンに保存されている電話帳データをバック

アップセンターに自動で定期的に預けることができます。

＜オプションサービス＞

「メールウイルスチェック」／「アクセス制限サービス」

「公衆無線LANサービス（月額使用料315円）」

spモード

ドコモ海外利用アプリ

＊初回起動は必ず国内で行ってください。＊国内パケット定額サービスのご契約状況は、お客様
ご自身で事前にご確認いただいた上でご利用ください。

スマートフォンを海外で利用するための面倒な設定がこれひとつで解決！

海外事業者設定・データローミング設定が簡単にできます！



27　＊画像はイメージです。 28

※IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌
させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

（　　　　　　　）

サイズ（H×W×D）

質量

連続通話時間

連続待受時間

ディスプレイサイズ

カメラ

CPU

メモリ

OS

　　防水／防塵※

 おサイフケータイ

 ワンセグ

 GSM

 赤外線

 GPS

 DLNA/DTCP-IP

 USB 機器接続

 プリンター＆スキャナ連携

 HDMI

 Bluetooth

 

 Wi-Fi

﹇
そ
の
他
機
能
﹈

4.3 インチ HD(720×1280)

1.2GHz Dual Core

RAM 1GB　ROM 8GB

Android 2.3

○(IPX5/8、IP5X)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

3G：約 340 分
GSM：約 460 分

約129×64×9.8mm（最厚部 9.9mm）

約 124g

LTE：約 200 時間　
3G：約 490 時間　
GSM：約 290 時間 

アウトカメラ：1,310 万画素　CMOS
インカメラ：130 万画素　CMOS

○（IEEE802.11b/g/n）

SPP、OPP、HFP、HSP、
HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP

○ 2.1+EDR

主な仕様

○F-05D（リアカバー F67、保証書含む）
○電池パック F24
○PC接続用USBケーブル T01

○卓上ホルダ F36
○microSDカード2GB（試供品）
○ACアダプタ F05

F-05D 付属品

◎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。
※本端末と接続するには、FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01が必要です。

○ＦＯＭＡ 乾電池アダプタ ０１※

○ＦＯＭＡ 補助充電アダプタ ０２※

○ＡＣアダプタ ０３
○ＤＣアダプタ ０３
○ｍｉｃｒｏＳＤメモリーカード（６４Ｍ／Ｐ）
○ｍｉｃｒｏＳＤメモリーカード（６４Ｍ／Ｓａｎ）
○ワイヤレスイヤホンセット ０２
○ワイヤレスイヤホンセット ０３
○骨伝導レシーバマイク ０２
○ポケットチャージャー ０１

○ポケットチャージャー ０２
○海外用ＡＣ変換プラグＣタイプ ０１
○ｍｉｃｒｏＵＳＢ接続ケーブル ０１
○ＦＯＭＡ 充電ｍｉｃｒｏＵＳＢ変換アダプタ Ｔ０１
○Bluetoothヘッドセット Ｆ０１
○Bluetoothヘッドセット用ＡＣ
　アダプタ Ｆ０１
○車載ハンズフリーキット ０１
○キャリングケース ０２

○リアカバー Ｆ６７
○電池パック Ｆ２４
○ＰＣ接続用ＵＳＢケーブル T０１ 　　
○卓上ホルダ Ｆ３６
○ACアダプタ Ｆ０５
○ＦＯＭＡ ＡＣアダプタ ０１※

○ＦＯＭＡ ＡＣアダプタ ０２※

○ＦＯＭＡ 海外兼用ＡＣアダプタ ０１※

○ＦＯＭＡ ＤＣアダプタ ０１※

○ＦＯＭＡ ＤＣアダプタ ０２※

F-05D オプション

※1 iモードの各種サービスはご利用になれません。ご利用には月額使用料315円（税込）が必
要です。※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。※3 ご利用にはspモードのご契約が必要です。テ
ザリング利用時は、通信料が高額になる場合がありますので、「Ｘｉパケ・ホーダイ フラット」などの
パケット定額サービスへのご加入を強くお勧めします。テザリングを利用してインターネットに
接続した場合、ご利用の環境によっては外部機器においてアプリケーション（ブラウジング・
ゲームなど）が正常に動作しない場合があります。詳しくはP.5をご覧ください。※4 対応プロ
ファイル：SPP、OPP、HFP、HSP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP

○ /○ ー

○○

○○

○○IPX5/8等級○○

37.5Ｍbps/12.5Ｍｂｐｓ
7.2Ｍbps/5.7Ｍbps ○

サービス／機能対応表 対応「◯」、非対応「ー」

WORLD WING
（3G＋GSM）

Wi-Fi
（無線LAN）

通信速度※2 テザリング※3

ワンセグ防水おサイフケータイspモード※1 赤外線通信

おくだけ充電
デコメ絵文字pop/
デコメピクチャpopdocomo Palette UIエリアメール

○

Bluetooth※4

ドコモminiUIMカードでのみご利用いただけます。ドコモUIMカード（FOMAカード）ではご利用いただけ
ません。なお、ドコモminiUIMカードは、対応機種以外ではご利用いただけないほか、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いただけなくなる場合があります。

SPEC OPTION

ARROWS X LTE
F-05D



＊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。

TEL 03-3200-3166富士通株式会社 モバイルフォン事業本部
【F-05Dの操作および本カタログのお問い合わせ先】

総合お問い合わせ 〈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上、おかけください。

ドコモの携帯電話からの場合 一般電話などからの場合

＊一部のIP電話からは接続できない場合があります。

（局番なし）1   5    1   （無料）
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。

0120-800-000

本カタログの内容は2011年11月現在のものです
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【Bluetooth/Wi-Fi（WLAN）機器使用上の注意事項】本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科
学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特
定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。 1. 本製品を使用する前
に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波
干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。 3. その他、ご
不明な点につきましては、次の連絡先へお問い合わせください。ドコモ総合問い合わせ先：　 0120-800-000 ＊携帯
電話、PHSからもご利用になれます。

【Bluetooth/Wi-Fi（WLAN）機器との電波干渉について】Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g/n）は同一周波数帯（2.4GHz）
を使用するため、Bluetoothを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因に
なる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。●F-05D本体やワイヤレス接続するBluetooth機器は、無線LANと
10m以上離してください。●10m以内で使用する場合は、ワイヤレス接続するBluetooth機器の電源を切ってください。

ご利用にあたってのご注意
● F-05D本体、電池パック、ACアダプタ、ドコモminiUIM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。 ● F-05D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F-05D本体、ドコモminiUIM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。 ● F-05Dはパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行
うアプリケーションによっては、お客様のF-05D本体の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やF-05D本
体に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。こ
のため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認のうえご利用くださ
い。 ● F-05D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、「Xiパケ・ホーダイ フラット」などの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Xｉ/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。

◎「FOMA」「WORLD WING」「iモード」「パケ・ホーダイ」｢トルカ」「spモード」「spモードフィルタ」「おサイフケータイ」「デコメ絵
文字」「エリアメール」「docomo Palette UI」「デコメ」「デコメール」「ｄマーケット」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標
です。◎「Xi/クロッシィ」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。◎Google、Android、YouTube、Androidマーケッ
ト、Google マップ、モバイル Google マップおよびAndroidロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。◎HDMIおよびHDMI
ロゴはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。◎Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-FiロゴおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴは
Wi-Fi Allianceの登録商標です。◎Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™およびWi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Allianceの商標です。◎
microSD、microSDHCおよびmicroSDロゴはSD-3C, LLCの商標です。◎「Exmor」はソニー株式会社の登録商標です。◎「Dolby」
「ドルビー」およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造され
ています。◎Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用し
ています。◎「Milbeaut」「ミルビュー」は、富士通セミコンダクター株式会社の登録商標です。◎「DLNA」は、Digital Living Network 
Allianceの登録商標です。◎「Hulu」はHulu,LLC.の登録商標です。◎「Ｇマーク」は、公益財団法人日本デザイン振興会が所有する
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。◎「ひかりＴＶ」および「ひかりＴＶ」ロゴは、株式会社Ｎ
ＴＴぷららの登録商標です。◎「TSUTAYA TV」および「TSUTAYA TV」ロゴは、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の
登録商標です。◎「サクサクタッチパネル」は、富士通株式会社の登録商標です。◎QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録
商標です。◎　　　　　およびAOSS™は株式会社バッファローの商標です。◎iモード FeliCa 対応の各種サービスは、各 iモード 
FeliCa 対応サービス提供者によって提供されます。◎各 iモード FeliCa 対応サービスのご利用前にはデータの再発行等の有無お
よび内容等をご確認いただき、盗難・紛失・故障などの際には、直ちに各 iモード FeliCa 対応サービス提供者にお問い合わせくださ
い。◎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。◎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。

Bluetooth機能が使用する周波数帯
①2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
②FH：変調方式がFH-SS方式であることを示します。
③1：想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
④　　　　　 ：2400MHz～ 2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動
　体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

＜Bluetooth/ Wi-Fi（WLAN）の周波数帯について＞ 
端末が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。

Wi-Fi機能が使用する周波数帯
①2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
②DS/OF：変調方式がDS-SS方式、OFDM方式であることを示します。
③4：想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
④　　　　　 ：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体
　識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
＊航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

［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。
●リアカバーやキャップ（外部接続端子カバー）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、リアカバー裏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。卓上ホルダに端末を差込んだ状態でワン
セグ視聴などをする場合、ACアダプタを接続していない状態でも、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで
は使用しないでください。●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、リアカバー裏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
F-05D本体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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＜防水／防塵性能について＞

このカタログには植物油インキを使用しています。
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