
＊Windows® 7ケータイとは、Windows® 7を搭
載した携帯電話のことです。＊本製品に搭載の
Windows® 7は「Windows® 7 Home Premium 32
ビット 正規版（SP1適用済み）（日本語版）」です。

パソコンが手のひらサイズに！

F-07CWindows® 7 ケータイ



パソコンが
手のひらサイズに！

F-07CWindows® 7 ケータイ

Windows® 7※2 搭載、世界最小※1パソコン
最新バージョンの
「Windows® Internet Explorer® 9」搭載
で広がるインターネット体験！

充実のセキュリティ機能や、おサイフケータイ®
など、便利な機能もそのまま使える！

USB・HDMI®搭載のクレードルセット（別売）で、
周辺機器との連携が可能

ワイシャツのポケットにもスマートに入る世界最小※１ Windows® 7ケータイが新登場。

使い慣れたiモード®も、ハイスペックなWindows® 7※2も、

切替えボタン１つで思いのまま。

インテル® Atom™ プロセッサーとWindows® Internet  Explorer® 9を搭載し、

パソコンとしても充実の基本機能を備えたF-07C。

かつてないケータイライフが、手のひらから始まります。

※1：Windows® 7搭載パソコンとして、2011年5月16日富士通株式会社調べ。　　   ※2：Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版（SP1適用済み）（日本語版） ＊画像はイメージです。　21　＊画像はイメージです。
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パソコンに合わせた配列のQWERTYキーを採用。さらに「トラックボー
ル」と「左クリックボタン」を搭載し、優れた操作性を実現しました。

パソコンと同じ操作感

トラックボール

左クリックボタン

Windows® 7
Home Premium 32ビット
正規版（SP1適用済み）（日本語版）

インテル® Atom™ 
プロセッサーZ600

標準1GB/最大1GB
(LPDDR400)

約32GB

OS CPU メモリ SSD

原寸大

Windows® 7モード

Windows®   7搭載パソコンとしての
操作性も、そのまま。
F- 0 7 Cは、Windows® 7や、インテル®CPU、

メモリなど、パソコンと変わりないスペックを

この小さなボディーに搭載。究極のモバイル

パソコンです。

ケータイモードへ
スムーズに切替え可能
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ケータイとしての
便利さも、そのまま。

1024×600ドット（約4インチ）の高解像
度液晶を採用。タッチ操作に対応し、
使いやすさにもこだわりました。

見やすく使いやすい
高解像度液晶

10
24
ド
ッ
ト

600ドット

約4インチ

ケータイモード Windows® 7モード

ケータイモードとWindows® 7モードの
切替えも、サイドボタンをワンプッシュする
だけなので、とてもカンタン。使いたいとき
に使いたいモードをすぐに利用できます。

モード切替えもボタンひとつでOK

F-07Cは、iモードメールはもちろん、おサイフケータイ®や、

最新のドコモサービスなどにも対応。

使い慣れているケータイ機能を、

いつもと変わらず楽しめるのも、F-07Cの大きな特長です。

ケータイモード

タッチ操作対応

原寸大

ケータイモード

Windows® 7モードへ
スムーズに切替え可能
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文書内の検索がよりわかりやすくなった「ナビ
ゲーションウィンドウ」にも対応。より使いやすく、
より便利になった文書作成ツールです。

Microsoft® Word 2010

「Microsoft® Office Personal 2010 2年間 ライセンス版」搭載※

電子辞書としても使える実用的な18種類の辞書・辞典コンテンツを
搭載。インターネットに接続していない状態でも、文書作成時に
ちょっとした調べものができます。

ビジネスに役立つ辞書を多数搭載

あらかじめマイリカバリでバックアップを作成しておけば、万が一の
場合もトラブル発生以前の利用環境まで復元することができます。

マイリカバリ

無線LANを経由して、別のパソコン※1のDVDドライブを利用すること
ができ、ソフトウェアのインストール作業など※2を行えます。

DVDドライブ共有機能

ビジネスツールの定番アプリケーション、その最新版を標準搭載。ファイル
を見るだけでなく、しっかり編集まででき、Office Personal 2010の機能が
フルに使えます。普段パソコンで使い慣れているアプリケーションそのもの
なので、操作に迷うこともなく安心して使えます。
※ Microsoft® Word 2010、Microsoft® Excel® 2010、Microsoft® Outlook® 2010 搭載。
Microsoft® PowerPoint® 2010は非搭載です。

＊クレードル（別売）にUSB接続した外付けハードディスク（別売）に保存可能で
す。＊すべてのバックアップ／復元を保証するものではありません。また、著作権
保護された映像や音楽などはバックアップ／復元できない場合があります。
＊マイリカバリはOSやソフトウェアの不具合に限り、保存したディスクイメージ
の復元が可能です。ハードウェアの物理的不具合や故障の場合は除きます。

※1：Windows XP以降のOSを搭載したFMVシリーズのパソコンに限ります。
※2：データの書き込みやリカバリ、音楽CDの再生・リッピング、DVDビデオの再生に
は対応していません。

取引先からのメールを特定フォルダーへ移動す
るなどよく行う作業を登録すればクリック1回で
実行できます。

Microsoft® Outlook® 2010

ほかにも、安心・便利なアプリケーションが満載

新しいMicrosoft® Excel® 2010は、セルの中に小
さなグラフを作成し、データの傾向を素早く簡単
に強調できる「スパークライン」にも対応し、データ
の重要なトレンドも簡単に把握できます。

Microsoft® Excel® 2010

パソコンならではのアプリケーション＆ツール

明鏡国語辞典MX

ジーニアス英和・和英辞典MX（2種）

新漢語林MX

三省堂デイリー３か国語辞典（6種）

三省堂デイリー３か国語会話辞典（4種）

学研パーソナル統合辞典（4種）
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インターネットを思う存分
楽しめる。

最新バージョンのWindows® Internet Explorer® 9は画面表示が速く、
ユーザーインターフェースがシンプルで使いやすいだけでなく、フィッシ
ング詐欺やウイルス感染などからパソコンを守るなどの安全性、安定性
に優れています。

「Windows®  Internet Explorer®  9」標準搭載

2本の指での操作による拡大・縮小機能のほかに、ワン
プッシュで拡大できるカメラ／ズームキー。片手でも
らくらく操作できる便利機能です。

ズームキーで片手でらくらく拡大

カメラ／ズームキー

インターネット操作パネル

長押し／縮小

短押し／拡大

F-07Cには、インターネットを楽しむには欠かせないAdobe® Flash® 
PlayerやSilverlight®も搭載。そのため、さまざまなWebサイトの閲覧が
可能です。

Flash®やSilverlight®にも対応

「インテル®  Atom™ プロセッサー」搭載

「戻る」や「お気に入り」など、Web
ブラウジングでよく使う機能を画
面右側のパネルに配置。タッチで
押しやすくしています。

使いやすい
インターネット操作パネル

F-07Cに搭載されているのは、もちろんパソ

コン用のCPU。本体の小ささ、排熱処理、

パフォーマンスなど、複雑な条件をすべて

満たすものとして、「インテル® Atom™ プ

ロセッサー」が選ばれました。このCPUに

よって快適な操作環境を実現しています。

Internet
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約４インチの画面でも、Windows® 7 
を快適に操作できるように開発され
たF-07C専用のランチャー機能です。
よく使うアプリケーションを登録し、
タッチするだけでアプリケーションを
起動できます。

Windows® 7モード ランチャー画面「タッチコンソール」

こだわりのインターフェース

時計やカレンダーといったベーシックなものから、CPUメーターやスライド
ショーといった個性的なものまで、好みに合わせて機能が選べます。さらに、
F-07Cでは、3つのオリジナルガジェットをご用意。いずれも、Windows® 7モード
をもっと快適にしてくれるガジェットです。

Twitter/Facebookを楽しんだり、
RSSでの旬のニュースをチェックできます。

外出先でも新着メールを
逃さずチェックできます。

予定を確認したり、
入力や編集ができます。

ガジェット

twifar（Twitter™/Facebook®/RSS）ガジェット

メールチェックガジェット

カレンダーガジェット

実行中のタスク表示 よく使う
アプリケーション

docomo service

多彩なドコモサービスに対応

F-07Cを読み取り機にかざすだけで、ショッピングの支払い
などが行えるおサイフケータイに対応しています。

おサイフケータイとしても利用可能

ケータイがまるで「執事」や「コンシェルジュ｣のように、あなた
に合った情報をお知らせ。待受画面のマチキャラ®が今いる
場所に合わせた情報をお知らせしたり、サポートしたりします。

＊ご利用いただくには、iモードのご契約および iコンシェルのご
契約が必要です（有料サービスです）。＊ご利用には、別途パケッ
ト通信料がかかります。また、ご利用状況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・ホーダイ ダブル」などのパ
ケット定額サービスをご利用ください。＊所定の設定が必要です。

iコンシェル®

「歩く」「食べる」など普段やっていることを楽しみながら、健康を管理できるサー
ビスです。普段持ち歩いているケータイで「健康」を「楽しく」サポートできます。

i Bodymo®

＊ご利用いただくには、iモードのご契約および、i Bodymoのご契約が必要です（有料
サービスです）。所定の設定が必要です。＊専用のiアプリのダウンロードが必要です。
＊ご利用には、別途パケット通信料がかかります。また、ご利用状況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・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サー
ビスをご利用ください。

照明／キーバックライトや、イルミネーションの点灯などを調整して電池の
消費を抑えます。5キーの長押しで、ecoモードON/OFFの切替えが可能です。

ecoモード

＊お買い上げ時の設定の場合。

ひつじのしつじくん®
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ドコモ地図ナビ™
車でも歩きでもケータイがまるでカーナビのようにルート案内します。もち
ろん渋滞情報、オービス情報、ETC割引、駐車場の満空情報も完備しています。

＊ナビゲーション機能や乗換案内機能などをご利用の場合は、iモードのご契約およびドコモ地図
ナビのご契約が必要です（有料サービスです）。＊機種や地図アプリのバージョンによって、表示
される画面および利用できる機能が異なります。＊GPSによるナビゲーション機能を利用する場
合、パケット通信料が高額になりますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービ
スをご利用ください。「パケ・ホーダイ ダブル」ご契約の場合、少数回のご利用であっても上限額に
達します。＊トンネル内など見晴らしの悪い場所では位置が確認できない場合があります。＊自動
車などを運転中は、大変危険を伴いますので携帯電話を操作しないでください。携帯電話の操作
を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。＊海外ではご利用になれません。

ドコモサービス／機能対応表

13

対応「◯」、非対応「ー」

※1：一部の機能のみ利用可能です。※2：ダイヤル操作（＊2020+電話番号)で利用可
能です。※3：対応プロファイルは22ページをご覧ください。※4：Microsoft® Word、Microsoft® 
Excel®、Microsoft® Outlook®の閲覧、編集が可能です。PDFの閲覧が可能です。※5：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。送信時最大5.7Mbpsに対応したエリアについて詳細
はドコモのホームページをご確認ください。FOMAハイスピードエリア内であっても、場
所によっては送受信ともに最大384kbps通信となる場合があります。FOMAエリア内での
FOMAハイスピードエリア外においては、送受信とも最大384kbpsの通信となります。

iコンシェル
（メモ対応）

ケータイデータ
お預かりサービス

マイエリア i Bodymo

タッチパネル デコメ絵文字®

DCMX® iD™
（おサイフケータイ）

地図アプリ
（ドコモ地図ナビ）

声の宅配便※2 WORLD WING®
 （3G＋GSM）

防水 防塵（ぼうじん）

iモーション®（50MB対応） HIGH-SPEED※5  7.2Mbps（受信）
／5.7Mbps（送信）

Bluetooth®※3 GPS

Wi-Fi

ドキュメントビューア ワンセグ

○/－

ケータイ
モードサービス／機能 サービス／機能Windows® 7

モード

○
PDFのみ

○
音楽再生
非対応

○

○

○

－

－

－

○

○

○

1372種類

○

－

○

○

－

○

－

○※4

－

○

－

－

－

○

－

○※1

－

－

－

－

○

－

○

－

－

docomo service

ドコモマーケット
3つのストアからお好きなコンテンツを、1曲・1話からドコモ ケータイ払い※1

で購入できます。アクセス方法は、iMenu→ドコモマーケット（ミュージック/
アプリ/本・コミック）と簡単。ドコモポイント※2と交換することもできます。

※1：携帯電話料金のお支払い状況などによっては、「ドコモ ケータイ払い」をご利用いた
だけない場合があります。※2：ドコモプレミアクラブ会員限定で、全ストア合計で毎月500
ポイントまでドコモポイントとの交換によりご利用いただけます（一部コンテンツを除く）。
＊ドコモマーケット（iモード）は、ご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・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスのご契約をお
すすめします（コンテンツによってはパケット定額サービスのご契約が必要となる場合が
あります）。「パケ・ホーダイ ダブル」などをご契約の場合、少数回のご利用であっても上
限額に達する場合があります。＊機種によりご利用いただけるコンテンツが異なる場合が
あります。詳しくは、各コンテンツ紹介ページなどでご確認ください。

ケータイ
モード

Windows® 7
モード

声の宅配便®

＊ご利用には一部を除き、ご契約の料金プランに応じた通話料がかかります。＊再生通知
を希望されない場合、「再生通知設定」を｢停止｣に変更ください。＊FOMA同士でのみご
利用いただけるサービスです。＊メッセージ録音時（返信録音時を除く）の通話料のみ、
各種通話料割引が適用されます。＊国際ローミングサービス中は本サービスをご利用にな
れません。ただし、お客様宛てのメッセージの録音を受け付けることは可能です。

申込不要月額使用料無料

メール作成の代わりに“声”のメッセージを録音し送ることができます。
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音声電話中に周囲の騒音に応じて最適な方法で調整し、聞
き取りやすくします。また、相手や自分の声が小さいときにも
自動で音量を大きくします。

スーパーはっきりボイス3

F-07Cを持ち歩くだけで、運動強度をリアルタイムに計測できます。
同じ距離でも歩く場合と走る場合とでの運動強度の違いを基にした
消費カロリー量の測定が可能です。

エクササイズカウンター（活動量計）

富士通公式iモードサイト「@Fケータイ応援団」では、搭載してある歩数
計のデータを使って、仮想の歩き旅を楽しむことができます。また、活動
量計データを使った楽しいサービスも用意しています。

健康応援サービス連携
指定した人物やグループに関する情報（電話帳
や着信、送受信メールなど）をまとめて非表示に
できるプライバシーモードを搭載しました。

プライバシーモード

＊電池のアイコンは任意で設定が可能です。 
＊あらかじめシークレット属性の設定が必要です。 通常 設定時

着信をさりげなくお知らせ

さまざまなコンテンツで必要となるパスワード入力の手間を軽減し、
パスワード漏えいの危険性を低減するパスワードマネージャーを採用
しました。手軽に管理してあるパスワードを呼び出すことができます。

パスワードマネージャー

万が一の置き忘れや紛失時などに、ドコモに連絡するだけで、離れたとこ
ろからでもF-07Cをロックできます。ロックされた状態からはWindows® 7 
モードの起動ができないためWindows® 7 の不正利用も防止できます。

おまかせロック®

紛失時などに、F-07Cのおおよその位置を検索することができるドコモのサービス
です。また、パソコン（My docomo）からもおおよその位置を検索することが可能です。

ケータイお探しサービス™

高度なセキュリティ機能 富士通ケータイならではの便利機能も満載 UtilitySecurity

インカメラを指で軽く触れる※だけで手軽に脈拍を
測定することができます。

パルスチェッカー

※20秒程度

ブルーレイディスクレコーダー（一部機種※1）に録画した映像を、高画質のまま※2

F-07C内のmicroSD™カード（別売）/microSDHC™カード（別売）に転送して視聴できます。

ブルーレイディスクレコーダー連携機能

※1：対応機種については、ドコモHP（http://www.nttdocomo.co.jp/s e r v i c e /
entertainment/movie_transfer/）をご覧ください。※2：転送できる映像は最大
640×360ドット、30fpsとなります。転送にはFOMA  USBケーブルとmicroSDカード
（別売）/microSDHCカード（別売）が必要です。

ケータイデータお預かりサービス
大切なケータイの電話帳、画像、メール、スケジュール、トルカなどを
バックアップ保存できるので、紛失・故障時もあんしんです。
＊ご利用いただくには、ｉモード契約およびケータイデータお預かりサービスのご
契約が必要です。＊対応機種により保存できるデータ項目などが異なります。
＊ご利用状況により、パケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・
ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。
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風景や人物・夜景・接写など、撮りたい
シーンをカメラが自動で判別し、撮影
モードを切替えます。

自動シーン認識

自動検出AFで、人物の顔を10人まで検出
します。また、露出補正＆局所コントラス
ト補正機能により表情を明るくします。

顔検出AF／露出補正／
局所コントラスト補正

風景 人物 接写 夜景

最適な撮影モードに自動で切替わる

カメラまかせでキレイに撮影

被写体ブレと手ブレに対応したトリプルブレガードを搭載。ブレのない
くっきりきれいな写真を撮影できます。

※ISOとはフィルムの感度を表す値であり数値が大きくなるほど感光度が増し、
暗い場面でも撮影することができます。

トリプルブレガード
ブレを最小限に抑える

被写体の笑顔度をパーセントで表示。
あらかじめ設定した笑顔度になった瞬間
に自動でシャッターが切れます。

サーチミーフォーカス（個人認証撮影機能）
＋スマイルファインダー

被写体の笑顔を逃さない

有効画素数約510万画素のカメラを搭載。
さっときれいに撮影できるから、毎日のさ
さやかなシーンを気軽に残すことができま
す。撮影した写真は、microSD™カード（別売）
/microSDHC™カード（別売）に保存するこ
とも可能です。

手ブレ補正 被写体動き検知 高感度最大ISO12800※相当

510万画素の高機能カメラを搭載

思い出を美しく手軽に残せるカメラ機能



USB・HDMI搭載の
クレードルセット（別売）で、周辺   機器との連携が可能

＊画像はイメージです。　2019　＊画像はイメージです。　　

プリンタにもクレードル経由でらく
らく接続。操作もパソコンとまった
く同じだから、撮りためた写真が多く
ても、迷うことなくスムーズにプリン
トできます。

クレードルセット（別売）にキーボードやマウスをUSBポート
でつなげば、オフィスのような感覚で快適操作を行えます。
また、HDMI出力端子で大画面TVに接続すれば、撮った写真
などを大画面で楽しめます。

＊周辺機器は別売です。すべての周辺機器との動作を保証するもの
ではありません。＊Windows® 7 モードのみ利用可能です。ケータイ
モードの操作/印刷/データバックアップ/画面出力などはできません。

ハードディスクやDVDドライブな
どといった外部記憶装置とも連携
が可能です。さまざまなユーザー
データの保管などに便利です。

外部記憶装置との連携

撮った写真もらくらくプリントアウト

※720pまでの解像度に対応しています。動画によってはコマ落ちが発生
します。HDMIと内蔵LCDの同時表示はできません。＊クレードルセット
利用時は、クレードルセットに同梱のACアダプタの接続が必要になります。

クレードルセット F01

HDMI×1

USB2.0/1.1
USBコネクタ（Type-Aコネクタ）×4
クレードル用ACアダプタ F01
クレードル用ACアダプタ電源ケーブル F01
約53mm（最厚部約55mm）×80mm×148mm 

転送規格
コネクタ

商品名

映像出力※　 出力端子

USBポート

同梱品

外形寸法（H×D×W）

クレードルセット（別売）の仕様
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ケータイモード 主な機能
テレビ電話・ i モード関連機能

メール関連機能

カメラ関連機能

その他の機能

※1：データ容量により変わります。※2：iモードメールとSMSの合計件数。※3：外部メモリーはすべての動作を保証するものでは
ありません。

ケータイモード プリインストール iアプリ
○地図アプリ

○DCMXクレジットアプリ

○iD 設定アプリ

○マクドナルド トクするアプリ

○E★エブリスタアプリ 

○楽オク☆アプリ

○i Bodymo ※

○お天気アプリ ※

○かざす請求書 ※

○ドコモ料金案内 ※

○いつもNAVI [海外] ※

○iCタグリーダー

○モバイルSuica登録用iアプリ

○FOMA通信環境確認アプリ ※

○ブックビューア　コミック体験！ ※

○電子マネー「nanaco」 ※

○ゴールドポイントカード ※

○ビックポイント機能付きケータイ ※

○モバイルAMCアプリ ※

○iアバターメーカー ※

○Start！ iウィジェット

○今の為替と株価

○iWウォッチ

○おサイフケータイ Webプラグイン

○ヘルスチェッカー

○モバイルGoogleマップ

○TETRIS 1to3 for F

○フライハイトクラウディア

○タッチDEゲームパック

○ロジックパズルＦ

○VoiceShelf for F

○@Fケータイ応援団INFO

［OS］

○Windows® 7 Home Premium 

　 32ビット正規版（SP1適用済み）※1　

［Microsoft ® Office Personal 2010 

　2年間ライセンス版※2］　

○Microsoft® Word 2010※2　★　

○Microsoft® Excel® 2010※2　★

○Microsoft® Outlook® 2010※2　★

［インターネット・Eメール］　

○Windows® Internet Explorer® 9

○Microsoft® Silverlight™ 　★　

○Adobe® Flash® Player　☆

○Adobe® Reader®　☆

○ノートン™ インターネット セキュリティ 2011※3  ★　

○ i-フィルター® 6.0※3　★　

○Windows Live™ メール　★

○Windows Live™ Writer　★　

○Windows Live™ Messenger　★　

［便利ソフト］　

○タッチコンソール　

○twifar

○メールチェックガジェット　

○カレンダーガジェット　

○MSN & Windows Live ガジェット　

○ドコモコネクションマネージャ

［AV機能］　

○Windows Media® Player12　

○Windows Live™ フォト ギャラリー　★

○Windows Live™ ムービー メーカー　★

［辞書・辞典］　

○電子辞書

○明鏡国語辞典MX　★　

※ご利用になるには、ダウンロードする必要があります。ダウンロードする際、別途パケット通信料がかかる場合があります。
＊すべてのコンテンツをお楽しみいただくにはアップグレードが必要な場合があります。アップグレードには iモード情報料
および外部メモリー(m i c r o SDカード[別売] /m i c r o SDHCカード[別売] )が必要な場合があります。＊各ゲームをご利用いた
だくには「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。

※1：日本語版です。OSのみの再インストールはできません。※2：「Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版」は、Office 
Personal 2010 のすべての機能を、「ライセンス認証」の完了から2年間使用できる製品です。2年間のライセンス有効期間が経過すると、
ファイルの閲覧と印刷のみ可能な機能制限モード（新規ファイルの作成、更新、保存などの機能が使用できないモード）となります。2年間
のライセンス有効期間が経過後、通常のOffice機能をご利用になるには、別途「Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス専
用 永続ライセンス変換パッケージ」の購入をしていただくことが必要です。 ※3：無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェ
ア使用開始から90日間です。※4：ご利用の際は、クレードルセットF01(別売)と外付けハードディスク(別売)などが必要となります。すべて
のデータの保存/復元を保証するものではありません。また、著作権保護された音楽などは保存/復元できない場合があります。

Windows® 7モード プリインストールアプリ

オプション

●FOMAハイスピード　●テレビ電話：ズーム（最大16倍）　●キャラ電®　●ｉメロディ®（最大500曲※1）　

●ｉアプリ®（最大100件※1）　●ｉモーション（最大994分※1）　●Bookmark（iモード、フルブラウザ合計最大200件※1）　

●画面メモ（iモード、フルブラウザ合計最大100件※1）

●受信メール（最大2500件※1※2）　●送信メール（最大500件※1※2）　●同報送信（最大5アドレス）　●デコメール®

●デコメ絵文字®プリインストール（1372種類）　●デコメアニメ®プリインストール（50種類）

●デジタルズーム：静止画撮影（最大32段階約16倍）・動画撮影（最大8段階約16倍）　●接写

●画質：静止画撮影3種類・動画撮影4種類　●オートフォーカス　●手ブレ補正　●ひとみ強調　

●美肌モード　●スマイルファインダー　●自動シーン認識　●サーチミーフォーカス　●トラッキングフォーカス　

●高感度撮影モード（最大ISO12800相当）

● 電話帳：F-07C本体（最大1000件※1［5番号5アドレス］）・ドコモUIMカード（FOMAカード）［最大50件（1番号1アドレス）］

● スーパーはっきりボイス3　● ゆっくりボイス　● 外部メモリー※3（microSDカード[別売]／microSDHCカード[別売]）　

● 赤外線通信　● Bluetooth(HFP/HSP/A2DP/AVRCP)　● PDFビューア　● ウォーキングチェッカー　

● エクササイズカウンター　● パルスチェッカー　● FOMAプラスエリア　● トルカ®　● 2in1®　● ビデオクリップ　

● iコンシェル　● WORLD WING(3G＋GSM)

○ジーニアス英和・和英辞典MX（2種）　★　　

○新漢語林MX　★

○三省堂デイリー

　3か国語辞典（6種）　★　

○三省堂デイリー

　3か国語会話辞典（4種）　★　

○学研パーソナル統合辞典（4種）　★

［ユーティリティ］　

○アップデートナビ　

○マイリカバリ※4　

○ソフトウェアディスク検索　

○DVDドライブ共有機能設定

◯テレビ出力ユーティリティ

◯microSDカード制御ユーティリティ

◯システム状態表示

【F-07C オプション品】
■電池パック F20　■リアカバー F58　■ACアダプタ F04　■USBケーブル F01　■イヤホン変換アダプタ F01　

■クレードルセット F01　■クレードル用ACアダプタ F01※　■クレードル用ACアダプタ電源ケーブル F01※　

■キャリングケース 02　■骨伝導レシーバマイク  02　■車載ハンズフリーキット 01　■車内ホルダ 01　

■ワイヤレスイヤホンセット 02　■microSDメモリーカード（64M/P）　■microSDメモリーカード（64M/San）

【F-07C 本体付属品】
■電池パック F20　■リアカバー F58　■ACアダプタ F04　■USBケーブル F01　■イヤホン変換アダプタ F01　

■F-07C用取扱説明書　■Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版のCD-ROM

◎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。
※クレードルセット F01に含まれています。

★ 提供会社によるサポートとなります。　☆ フリーソフトのため、サポートはありません。

主なアプリケーション・機能 Application & Utility



＊画像はイメージです。　2423　＊画像はイメージです。

FOMA ACアダプタ

外側

内側

FOMA／3G

GSM

FOMA／3G

GSM

約125 x 61 x 19.8mm（最厚部約19.8mm）

約218g

約600時間

約400時間

音声通話：約370分／テレビ電話：約170分

約440分

約4インチ タッチパネル ワイドSVGA（1024 x 600ドット）約1677万色

有効約510万画素CMOS

有効約32万画素CMOS（Windows®7モードでは17万画素）

約170分

主な仕様

使いやすいQWERTYキー カーソル操作が快適なトラックボール

外形寸法（H×W×D）

質量（電池パック装着時）

連続待受時間※1

連続通話時間※1

ディスプレイ

カメラ

充電時間※2

※1：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、静止画・動画の撮影や画像の編集をし
たり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリの実行や、取得したiモーション（音楽データ含む）の再生などを行っ
ても通話（通信）・待受時間は短くなります。※2：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。※3：日本語版です。※4：CPUは1 .20GHzの動作周波数のもの
が搭載されていますが、実際は50％の周波数で動作します。※5：「NTFS」を採用しています。Windows RE領域とリカバリ領域に約
8 .2GB使用しており、残りをCドライブに割り当てています。※6：FOMAでのデータ通信との同時利用はできません。なお、規格
による理論値であり、実行速度は通信環境により異なります。※7：JE ITA  測定法Ver . 1 . 0による測定値。バッテリー駆動時間は、
動作環境・液晶の輝度・システム設定などにより変動します。

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版（SP1適用済み）

インテル® Atom™ プロセッサーZ600（HTテクノロジー対応）（1.20GHz）※4 

標準1GB/最大1GB（LPDDR400）

約32GB （eMMC）

IEEE802.11b/g/n準拠（通信速度：最大65Mbps）※6

約2時間※7

＜Windows® 7 モード＞
OS※3

CPU

メインメモリ

SSD※5

無線LAN

Windows® 7バッテリー駆動時間

クレードル用接続端子

ロックキー

カメラ／
ズームキー

マルチタスクキー

Windows® 7切替キー

カメラ

microUSB
接続端子

スペック・デザイン Spec & Design
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FOMAカード〔青色カード〕はご使用できません。
対象カードをお持ちの場合はドコモショップ窓口にてお取り替えください。

おまかせロック
ケータイ補償お届けサービス

ケータイお探しサービス
ケータイデータお預かりサービス

【無線LANの周波数帯について】

【Bluetooth®の周波数帯について】

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。

2.4 DS／OF 4

①   　 ② 　  ③ 

④

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。

2.4 FH 1

①   ② ③

④

【Bluetooth/無線LAN（Wi-Fi）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/無線LAN（Wi-Fi）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。1.FOMA端末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。2.10m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。

無線LAN（Wi-Fi）/Bluetooth®対応製品使用上のご注意ご利用にあたってのご注意
＜Windows® 7モードでのご注意＞ ●Windows® 7用などと表記されているソフトウェアおよび周辺機器の中には、F-07CのWindows® 7モード
で使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●誤操作や故障などにより、パソコン
の記憶内容が失われたり、使用できなくなる場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害などの責任を当社では一
切負いかねますのでご了承ください。重要なデータなどはこまめにバックアップを取っておくことをおすすめします。●本製品の内蔵SSDなどの修理時
にはインストール内容については保証されません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。●ソフトウェアによって
は、本体以外に周辺機器が必要となる場合があります。●Windows® 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は 
http://windows.microsoft.com/systemrequirements をご覧ください。●本製品のグラフィックアクセラレータはDirectX 9をサポートしています。
DirectX 10を必要とするソフトウェアは動作しません。詳細はhttp://windows.microsoft.com/systemrequirementsをご覧ください。●ご利用環境によっ
ては、動画再生時においてコマ落ち、音楽・音声再生時に音飛びなどが生じる場合があります。●電話着信時/エリアメール着信時は自動的にケータイ
モードに切り替わりますが、iモードメール/SMS着信時はケータイモードに切り替わらず、ランプ点灯でお知らせします。●FOMAでのデータ通信中
は、音声通話、SMS、エリアメール以外の通信ができなくなります。受信したiモードメールはiモードメールセンターに保管されます。●縦画面の表示
はできません。また、アウトカメラ、赤外線通信は使用できません。●おサイフケータイ機能は利用可能ですが、Windows® 7上でFeliCaリーダ/ライ
タとしては利用できません。Windows® 7モードはFOMA接続または無線LANによる接続で通信を行います。●FOMA接続でパケット通信を行う際は、
mopera U等のプロバイダとの契約が別途必要となります。パケット通信ご利用時は、通信料が高額になる場合がございますので、パケット定額サー
ビスへのご加入を強くおすすめします。なお、パケット定額サービスの上限額は「パソコンなどの外部機器を接続した通信」となります。●パケット定額
サービスやmopera Uのサービス内容など、詳細についてはドコモホームページをご覧ください。
＜Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版に関するご注意＞ ●「Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版」は、Office 
Personal 2010のすべての機能を、「ライセンス認証」の完了から2年間使用できる製品です。2年間のライセンス有効期間が経過すると、ファイルの閲
覧と印刷のみ可能な機能制限モード（新規ファイルの作成、更新、保存などの機能が使用できないモード）となります。●Microsoft® Office Personal 
2010 2年間ライセンス版は、ご購入時にあらかじめインストールされていますが、お使いになるためにはライセンス認証が必要です。なお、ライセン
ス認証を行うには、インターネットに接続する必要があります。●ライセンス期間の延長、または更新はできません。ライセンスの有効期限（最初にラ
イセンス認証を完了してから2年間）内であればリカバリや再インストールは可能ですが、有効期限の延長または更新はできません。 ●2年間のライセ
ンス有効期間が経過後、通常のOffice機能をご利用になるには、別途｢Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス専用永続ライセンス変換
パッケージ｣の購入をしていただくことが必要です。 

＜ケータイモードでのご注意＞ ●本カタログは、ドコモUIMカードをご使用の場合で記載しています。●音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用でき
ます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、microSDカード（別売）
/microSDHCカード（別売）に保存した音楽データは、PCなどの他の媒体にコピーまたは移動しないでください。●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プラスエリアおよびFOMAハ
イスピードエリアに対応しております。●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。●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。●お客様ご購入時の「国際ローミ
ング設定」は、国内および海外の3G／GSMエリアで使用可能な「自動」設定です。ご利用環境によっては「3G」設定よりも連続待受時間が短くなる場合が
ありますので、国内のみで使用される場合は、「3G」に設定変更することをお勧めします。●FOMA本体、ドコモUIMカード（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。

商標について
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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。

◎「FOMA／フォーマ」「iモード」「iモーション」「iアプリ」「WORLD WING／ワールドウィング」「DCMX」「iD」「iメロディ」「2in1」「Music&Video
チャネル」「エリアメール」「デコメ」「デコメール」「デコメアニメ」「デコメ絵文字」「おサイフケータイ」「声の宅配便」「iチャネル」「トルカ」「ドコ
モ地図ナビ」「キャラ電」「マチキャラ」「ひつじのしつじくん」「iスケジュール」「iコンシェル」「iウィジェット」「iBodymo」「あんしんミッション」
「ケータイお探しサービス」「おまかせロック」「パケ・ホーダイ」および「ドコモマーケット」ロゴ、「iコンシェル」ロゴ、「iBodymo」ロゴ、「あん
しんミッション」ロゴ、「ドコモケータイd a t a l i n k」ロゴはNT Tドコモの商標または登録商標です。◎Intel、インテル、Intelロゴ、インテ
ル Atomは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel  Co rpo r a t i onまたはその子会社の商標または登録商標です。◎Mic ro so f t、
Windows、Windows Live、Windows Media、Internet  Explorer、Si lver l ight、Excel、Out look、S i l ve r l i gh tロゴ、Officeロゴ、Exce lロ
ゴ、Windowsロゴは、米国Microsoft  Corporat ionおよび、その関連会社の商標です。◎Adobe、FlashおよびReaderは、Adobe System 
Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。◎HDMI、HDMIロゴは、HDMI L icensing 
LCCの商標または登録商標です。◎Blu-ray Discおよびロゴは商標です。◎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。◎microSD、microSDHCはSD-3C, LLCの商標です。◎Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの
登録商標です。◎「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。◎「Fel iCa」はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技
術方式です。◎「Fe l i C a」はソニー株式会社の登録商標です。◎「　　」はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。◎ iモード 
Fe l i C a対応の各種サービスは、各iモード Fe l iCa対応サービス提供者によって提供されます。◎各iモード Fel iCa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。◎「Facebook」はFacebook, Inc .の登録商標です。◎「Twitter」、「Twitter」ロゴはTwit te r , Inc .の商標または登録商標で
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。

富士通公式 i モードサイトアクセス方法（2011年5月現在）

＊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。

TEL 03-3200-3166富士通株式会社【F-07Cの操作および本カタログのお問い合わせ先】

＊アクセス方法は予告なしに変更されることがあります。

メニュー
リスト

ケータイ電話
メーカー

@F ケータイ
応援団

＊iモードサイト「@F ケータイ応援団」のご利用にはiモード契約の他にパケット通信料がかかります。

総合お問い合わせ 〈ドコモ インフォメーションセンター〉

＊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

0120-800-000
＊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。

電話帳／メール／写真などのデータをF-07Cのケータイモードから他のPCに読み込むことが
できるソフトです。F-07Cと他のPCを付属品のUSBケーブル F01で接続して利用できます。

＊詳細についてはhttp://datalink.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

データリンクソフト「ドコモケータイdatalink」に対応

使用する周波数帯は、本体電池パック挿入部に記載されています。




