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おまかせカメラで写真もかん たんキレイ、
どなたにも使いやすいベーシ ックケータイ。

やさしさの基本形である

「らくらくホン ベーシック」にカメラが付いて新登場。

初めての方でもかんたんに使える「おまかせカメラ」で

写真撮影を思う存分楽しめます。

もちろん「しんせつ」「かんたん」「見やすい」「あんしん」も

しっかり継承・進化しています。
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おまかせオートフォーカス

その他の便利な「おまかせカメラ」機能
おまかせ
カ メ  ラ

静止画撮影時に、手ぶれや被写体ぶれを自動補正します。

■ おまかせ手ぶれ補正

撮影した写真は、かんたんにメールで

送付したり、待受画面に設定できます。

手書きメモ撮影画像の歪みを自動で補正。歪みの少ないメモを

撮影することができます。

■ おまかせ歪み補正

撮影した写真の操作を
らくらく行えます

■ おまかせ逆光補正＆おまかせ明るさ補正

おまかせ逆光補正
なし

オートフォーカス後オートフォーカス前

おまかせ逆光補正
あり
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被写体の距離に関係

なく、カメラを向ける

だけで自動的にピン

トが合います。あとは、

ボタンを押すだけの

操作でキレイな写真

を撮影できます。

逆光で暗くなった部分だ

けを、自動的に画質補正。

明るく自然な写真に仕上

がります。また、薄暗い

場所で撮影した写真も、

明るく自動補正します。
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騒音環境でも聞きやすい

「スーパーはっきりボイス2」、

相手の声がゆっくり聞こえ

る「ゆっくりボイス®」、雑音

を除去し、クリアな音声を

相手に伝える「スーパーダブ

ルマイク」を採用しました。

お互いの声が聞き取りやすくなります その他の便利な「しんせつ」機能

持ち上げて傾けると、

自動で背面液晶の

バックライトが点灯し

ます。暗い場所で時

間を確認したいとき

などに便利です。

おまかせバックライト®

■ 揺れや雑音を感知して自動で着信音量を
　大きくしてお知らせする「おまかせでか着信」。

■ 通話中最後の1分間の会話を自動で録音する
　「おまかせ通話メモ®※」。

■ メールの内容などを音声で読み上げます。また、
　電話着信時などの名前読み上げにも対応しています。

しんせつ
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※4件まで録音することが可能です。

2
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あらかじめ登録してある相

手に、ボタンひとつで電話

をかけられます。最大3件

まで登録可能です。

電話をかけやすい「ワンタッチダイヤルボタン」 その他の便利な「かんたん」機能

操作がわかりやすい「お知らせ光ガイド」

次に行う操作がひと目

でわかる「光ガイド」が

進化しました。ボタン

の点滅に加えて、画面

内も点滅します。たと

えば、カメラ起動中に、

拡大鏡が使える状態

になると光でお知ら

せします。

かんたん

■ 自分のメールアドレスを、センターから
　 自動的に取得できる「かんたんマイアドレス設定®」。

■ デコメ®テンプレートやデコメ®ピクチャを選ぶだけで
　 かんたんにデコメール®が作成できます。

■ 音声でメールの入力ができる「音声入力メール※」。
※お申し込みが必要な有料サービス（210円／月[税込]）です（お申し込みにはiモード®契約が必要です）。
初回利用開始から30日間は無料で利用できます。別途パケット通信料がかかります。

ボタンと画面内の光で拡大鏡利用時をお知らせ
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受信メールや送信済

みメールの文字を大

きく表示することが

できます。最大40ドッ

トの大きさでメール

を楽しめます。

メールが見やすい40ドットの大きな文字

自動で画面の明るさを調整する
「おまかせオールラウンド液晶」

時刻確認がラクに行える「特大待受時計」

明るい場所では
輝度を上げて見やすくします

暗い場所では輝度を落として
まぶしさを抑えます

待受画面の時計表

示サイズに特大を

追加しました。さら

なる見やすさにこ

だわりました。

見やすい

通常（30ドット） 大きく表示（40ドット） 大きく表示 特大で表示
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あらかじめ特定の

相手を登録してお

けば、1日の歩数記

録が自動で相手に

メール送信される

ので、ご家族の方た

ちもあんしんです。

聞き取りやすさにこ

だわった大型受話口

話す場所がわかりや

すく、しっかり声を

拾ってくれるマイク

見やすさ使いやすさ

にこだわった十字型

マルチカーソルボタン

健康をサポートする歩数計搭載

これまでと変わらない使いやすさ
あんしん

ボタンひとつで相手に

電話をかけられるワン

タッチダイヤルボタン

わかりやすい文章調

のメニュー

ケータイをかんたん

に開けられる凹みの

ある側面

見やすい文字と押し

やすい形状を追求し

たボタン
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文字が読みやすい

白黒反転画面
＊あらかじめ設定が必要です。
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※1：保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数や時間が少なくなる場合があります。※2：iモード
メールとショートメッセージの合計件数。※3:削除可能プリインデータを削除した場合です。※4:microSDはすべての
動作を保証するものではありません。

※1：電池パック F10装着時の数値です。※2：連続通話（通信）時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話（通信）に使用で
きる時間の目安です。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。データ通信実行時、表記の通話（通信）時間や待受時間より短くなります。※3：FOMAを折りたたみ、電波を正
常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。※4：FOMAを折りたたんで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。※5：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。

オプション
● 電池パック F10※1　● リアカバー F38　● 卓上ホルダ F18　● FOMA USB接続ケーブル※2

● FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01※2／02※2　● FOMA ACアダプタ 01／02　

● FOMA 乾電池アダプタ 01　● イヤホンターミナル P001※3　● 平型スイッチ付イヤホンマイク P01／P02

● イヤホンジャック変換アダプタ P001　● スイッチ付イヤホンマイク P001※3／P002※3　

● 平型ステレオイヤホンセット P01　● ステレオイヤホンセット P001※3　● FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※4　

● FOMA 室内用補助アンテナ※5　● FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※5　● キャリングケースS 01　

● 骨伝導レシーバマイク 01　● FOMA 補助充電アダプタ 01　● FOMA DCアダプタ 01／02　

● 車載ハンズフリーキット 01※6　● FOMA 車載ハンズフリー 接続ケーブル 01　● 車内ホルダ 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もあります。 ※1：電池パック 
F10は本体付属品です。 ※2：USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。 ※3：ご利用になるにはイヤホン
ジャック変換アダプタ P001が必要です。 ※4：海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。 
※5：日本国内で使用してください。 ※6：らくらくホン ベーシックⅡをUSB接続／充電するには、FOMA 車載ハンズフリー
接続ケーブル 01が必要です。 

※ PDFビューア非搭載のため、文書ファイルは閲覧できません。
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主な機能

●Bookmark（最大100件※1）　●画面メモ（最大100件※1）　●画像（最大1000件※1）　
● i メロディ®（最大500件※1）　● i モーション（最大100件※1）

iモード関連機能

●microSDTMカード（別売）[対応最大サイズ：2GB]、microSDHCTMカード（別売）[対応最大サイズ：8GB]※4　
●電話帳（最大1000件※1 3番号3アドレス）　●赤外線　●バーコードリーダー　
●音声呼び出し　●手書きメモ　●拡大鏡　●開閉ロック
●ボイスレコーダー　●お知らせタイマー　●快適な文字入力をサポートするATOKを採用　　

その他の機能

●ズーム（最大約16倍32段階）　●オートフォーカス　●接写　●ナイトモード　●手ブレ補正
●記録サイズ（176×144 QCIF／240×320 QVGA／640×480 VGA／1200×1600 UXGA）　
●ファイル形式（JPEG）　●保存枚数（最大約1000枚※1※3）　●フレーム付き撮影　
●撮影モード（2種類）

●ズーム（最大約16倍8段階）　●接写　●記録サイズ（176×144 QCIF／320×240 QVGA）　
●ファイル形式（MP4）　●録画時間（最大約19分※1、一件あたり最大約29秒※1）　
●フレームレート（最大30fps）　●画質（4種類）

カメラ関連機能

静止画関連

動画関連

●受信メール（最大1000件※1※2）　●送信メール（最大200件※1※2）　●同報メール（最大5件）　　
●SMS（相手がmova®の場合は i モードメールとして扱われます）

メール関連機能

音声通話時

静止時※3

移動時※4

FOMA ACアダプタ

FOMA DCアダプタ

外形寸法（H×W×D）

質量

連続通話時間※2

連続待受時間※2

ディスプレイ

背面ディスプレイ

カメラ

各種充電器による
充電時間※5

約105×51×19.5mm（折りたたみ時）

約110g※1

約190分

約560時間

約420時間

約2.4インチ262,144色TFTカラー液晶［240×320ドット］
約1.2インチモノクロSTN液晶［64×64ドット］

有効約200万画素CMOS 

約150分

約150分

主な仕様

主なサービス対応
● iチャネル®　●緊急速報「エリアメール®」　●ポケットU※

●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ります。●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。●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プラスエリアに対応しております。●お客様ご自身でFOMA本体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。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。●FOMAの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。

◎「FOMA」「iモード」「iモーション」「iチャネル」「iメロディ」「デコメ」「デコメール」「エリアメール」「あんしんミッション」「ケータイお探しサービス」
「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」および「あんしんミッション」ロゴ、「ケータイお探し」ロゴ、「電話帳お預かり」ロゴ、「おまかせロック」
ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。◎「microSD」「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。　　　◎「ATOK」は株式会社ジャス
トシステムの登録商標です。◎「ゆっくりボイス」「おまかせバックライト」「おまかせ通話メモ」「かんたんマイアドレス設定」は富士通株式会社の
登録商標です。◎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。

ご利用にあたってのご注意
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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。

＊一般電話からは
ご利用できません。（局番なし）

ドコモの携帯電話からの場合

151（無料）
一般電話などからの場合

0120-800-000 ＊携帯電話、PHSからも
ご利用になれます（他社含む）。

本カタログは、森林認証紙および大豆油インキを使用しております。

TEL 03-3200-3166
富士通株式会社 モバイルフォン事業本部
＊ダイヤルの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。

【らくらくホン ベーシックⅡの操作および本カタログのお問い合わせ先】

2009年3月現在　MB1345

デザイナーズプロフィール／原 研哉
1958年生まれ。グラフィックデザイナー。武蔵野美術大学教授。日本デザインセンター代表取
締役。2001年より無印良品のアートディレクションを担当、また「RE DESIGN」「HAPTIC」など
展覧会と書籍を基軸とした複合プロジェクトを数多く手がける。近年の仕事は、松屋銀座リ
ニューアル、梅田病院サイン計画、森ビルVI計画など。また、らくらくホンシリーズのデザイン
には2006年より関わっている。

●視覚に頼らずに操作が行える
　「音声読み上げ機能」搭載。
●ボタンひとつで電話がかけられる
　「ワンタッチダイヤル機能」搭載。

イブニングブルーロゼメタルシルバー レッド

カラーバリエーション


