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大人ゴコロに響くプレミアム。

上質さ、先進性、使いやすさ。

それらすべてにおいて、使う人に満足してもらいたい。

そんな想いが込められた、らくらくホン プレミアム。

大画面ワンセグや、WORLD WING®、おサイフケータイ®、

さらにはFOMA®ハイスピードなどといった、

多彩な先進機能はもちろん、ワンタッチダイヤルボタンや、

歩数計、音声入力メールなど、らくらくホンとしての使いやすさも追求。

そして、ケータイの塗装面にも徹底的にこだわり、

落ち着きある佇まいをつくりあげた上質のデザイン。

きっと今は、自分の感性でいいモノを選ぶ時代。

らくらくホン プレミアム。

それは、そんな時代にふさわしいケータイ。



・優れた表現技術をもつワンセグ機能
・3.1インチの大画面高精細液晶
・おまかせ機能充実の有効320万画素カメラ

優美 BEAUTY

・場所に縛られない国際ローミング対応
・ショッピングが楽しめるおサイフケータイ
・自分の居場所を簡単に伝えられるGPS機能

自在 FLEXIB IL ITY

・Fならではのセキュリティ機能
・画面を左右自在に倒せるヨコモーション®

・互いの声が聞き取りやすい音声技術

独創  ORIGINALITY

・音声入力サービス対応のメール&地図アプリ
・高速パケット通信のFOMAハイスピード
・多彩なiアプリ®

進化 EVOLUTION

＊画像はイメージです。



＊画像はイメージです。

過度な装飾をなくし、ケータイの隙間

を極限まで詰めることで、今までにな

いシンプルデザインに仕上げました。

一体感のあるシンプルな造形 押しやすい十字ボタン 引き出しやすいアンテナトップ 手にやさしいラウンド形状

ボタン全体に凹凸をつけ、マルチ

カーソルボタンを大きく十字にしたこ

とで、押しやすさが向上しました。

ワンセグ視聴時に使用するアンテナ

の引き出しやすさを考慮。アンテナ

トップにまでこだわりました。

角にゆったりとした丸みを持たせるこ

とで、持ちやすさがアップ。手にフィット

しやすいラウンド形状を実現しました。

デザイン監修

1958年生まれ。グラフィックデザイナー。日本デ
ザインセンター代表取締役。武蔵野美術大学教
授。アイデンティフィケーションやコミュニケー
ション、すなわち「もの」ではなく「こと」のデザイン
を専門としている。2001年より無印良品のボー
ドメンバーとなり、その広告キャンペーンで
2003年東京ADC賞グランプリを受賞。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 ベー
シックのプロダクトデザインも手掛けている。

デザイン

撮影：筒井義昭

原 研哉   Kenya Hara
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FMVシリーズで培った映像表現技術をワンセグへと昇華させ、

美しさと迫力が同居する約3.1インチ大画面を搭載した、

らくらくホン プレミアム。

これからは、番組を楽しむ時代から、映像美を楽しむ時代へ。

待っていたワンセグが、ここにはある。

“シャープ・鮮やか・肌色きれい”を実現するため、当社のパソコンFMVシリーズで培った画像処理技術を

ケータイ用へと最適化。さらに自動コントラスト補正技術や、動きの速い映像をクリアに捉える技術を採

用するなど、映像表現にこだわりました。

ワンセグ

当社のパソコン当社のパソコンFMVシリーズで培った表現技術を駆使したワンセグ映像FMVシリーズで培った表現技術を駆使したワンセグ映像

らくらくホン初

美しい景観や、臨場感あふれるスポーツ中継など

を余すことなく楽しめる約3.1インチのフルワイド

画面を搭載しました。さらに、屋内・屋外を問わず

見やすい半透過型オールラウンド液晶を採用。コ

ントラストも向上させるなど、ワンセグの見やすさ

にこだわりました。

約3.1インチ大画面オールラウンド液晶約3.1インチ大画面オールラウンド液晶

大画面 強 化

原寸大画面

字幕やアイコンを大きく表示することで、らくらく

ホンとしての見やすさを追求し、字幕フォントには

視覚工学に基づいた「Uni-Type®」を採用。より

いっそうワンセグを楽しむことができます。

見やすい大きな字見やすい大きな字幕＆アイコン表示アイコン表示

らくらくホン プレミアム

オートフォーカス前 オートフォーカス後

F905i

他にも便利なワンセグ機能

・ワンセグ視聴中でも可能な録画機能　・最大100件まで可能なワンセグ録画予約機能　・使いやすいGガイド®番組表（iアプリ）

カメラを起動し、シャッターボタンを押すだけで、

オートフォーカスから撮影までの一連の処理を自

動で行います。手ブレ補正や、明るさ補正、さらに

は歪み補正まで自動で行うので、美しい写真を誰

でも簡単に撮影することができます。

おまかせ機能が充実のおまかせ機能が充実の有効約320万画素有効約320万画素カメラ搭載カメラ搭載

カメラ 強 化

＊画像はイメージです。＊掲載のステレオイヤホン（ATH-CK10）は別売です。撮影協力：株式会社オーディオテクニカ
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「WORLD WING」に対応し、日本国内という制限を解き放ち、

さらに、おサイフケータイに対応したことで、

通話以外のコミュニケーション能力を手に入れた。

場所や用途に縛られず、自在に使いこなせるケータイ。

それが、らくらくホン プレミアム。

普段使っているケータイ番号・メールアドレスをそのまま海外で利用できます。らくらくホン プレミアムでは、

3G対応エリア（世界53の国・地域）※に加え、GSM対応エリア（世界156の国・地域）※でも利用可能です。
※2008年3月12日現在。

世界ケータイ

そのまま海外へ持って行ける「WORLD WING（3G+GSM）」対応そのまま海外へ持って行ける「WORLD WING（3G+GSM）」対応

ガイダンスにしたがって操作するだけで、現地時間を設定できます。海外に移動すると、時計の設定を促

すメッセージが自動的に表示されるので、設定し忘れる心配もありません。また、日本と現地の両方の日

時が待受画面に表示されるので、時差のチェックも簡単に行えます。

海外での時刻合わせに便利な「おまかせ世界時計設定」海外での時刻合わせに便利な「おまかせ世界時計設定」

らくらくホン プレミアムは、ケータイがお財布代わりになる、おサイフケータイに対応。指定のコンビニや

スーパー、CDショップなどなど、街のあらゆる場所でおサイフケータイとして利用することができます。

おサイフケータイ

ケータイでショッピングが楽しめる「おサイフケータイ」対応ケータイでショッピングが楽しめる「おサイフケータイ」対応

購入後、らくらくホン プレミアムをおサイフケータイとしてすぐに利用できるよう、ドコモのケータイ

クレジット「DCMX®」と、チャージ式の電子マネー「Edy」が使えるiアプリをプリインストールしまし

た。それぞれのiアプリとも、文字表示が大きく、音声読み上げにも対応しています。

専用おサイフケータイ専用おサイフケータイ対応i対応iアプリを初期搭載アプリを初期搭載

メニュー画面に、おサイフケータイ専用メニューをご用意しました。

おサイフケータイメニューを選択するだけで、「DCMX」や「Edy」

アプリを簡単に起動することができるので、とても便利です。

便利なおサイフケータイメニュー便利なおサイフケータイメニュー

らくらくホン初

らくらくホン初

今いる居場所の地図をメールで送ったり、通話中に自分の居場

所の住所を音声で伝えたりすることができます。説明しにくい場

所や、初めて訪れた場所でも相手に正確に伝わります。また、専用

地図アプリ「地図アプリforらくらくホン」を標準搭載。より、GPS機

能を効果的に活用できます。 
＊ご利用には別途パケット通信料がかかります。

＊一部のメニューについては、91日以降、会員登録（有料）が必要です。

自分の居場所を簡単に相手に伝えられます。自分の居場所を簡単に相手に伝えられます。

GPS

東京都港区赤坂
2丁目付近。

自分 通話相手

＊画像はイメージです。

1階層目 2階層目

自
在FLEXIBILITY



セキュリティにこだわり続ける、Fならではの開閉ロックや、

聞きやすさにこだわった「スーパーはっきりボイス」、

「ゆっくりボイス」など、多彩な独創性が光る、

らくらくホン プレミアム。

それは、使いやすさを徹底的に考えた、ひとつの証。

ケータイを閉じるだけでキーがロックされる開閉ロック※を搭載しました。メール作成中でも手軽にロック

＆解除が行えるなど、さまざまなシーンで活用できます。※サイドに配置されているボタンはロックできません。

セキュリティ

万一の置き忘れにも安心な開閉ロック万一の置き忘れにも安心な開閉ロック

ケータイに内蔵されているICカードの利用そのものを制限することによって、おサイフケータイの不正利用

を防止できます。ICカードロック中は電源を切っても、暗証番号を入力するまでは解除されないので安心です。

おサイフケータイを守るICカードロックおサイフケータイを守るICカードロック

自分の周囲の騒音レベルを感知し、騒がしければ自動的に周囲

の雑音を抑えたり、自分の声が小さいときは自動的に送話音量

レベルをアップする「はっきりマイク」＆「ダブルマイク」を搭載し

ました。環境に合わせて、自分の声がより聞き取りやすい音声で

伝わります。

自分の声をより伝えやすくする「はっきりマイク」＆「ダブルマイク」自分の声をより伝えやすくする「はっきりマイク」＆「ダブルマイク」

自分の周囲の騒音レベルを感知し、騒がしければ相手の声を自動

的に強調し、相手の声が小さければ自動的に音量レベルをアップ

する「スーパーはっきりボイス」を搭載しました。さらに、相手の声の

速度を落として通話ができる「ゆっくりボイス」も搭載。聞き取りや

すさにこだわりました。

相手の声が「はっきり」「ゆっくり」聞こえます相手の声が「はっきり」「ゆっくり」聞こえます

音声技術

通話相手自分

相手の声が
より伝わりやすく

通話相手自分

自分の声が
より伝えやすく

左に倒すとカメラ、右に倒すとワンセグが起動する、

Fならではのヨコモーションを採用しました。ワン

アクションで機能が起動するので、使いたいとき

にサッと使うことができます。

画面を画面を回転（スイング）回転（スイング）してして
機能を呼び出せるヨコモーション機能を呼び出せるヨコモーション

ヨコモーション らくらくホン初

右に倒すとワンセグ起動左に倒すとカメラ起動

「はっきりボイス」と「ゆっくりボイス」の機能が、「携帯電話向け音質向上技術の開発」との項目で、2007年11月に第
55回電気科学技術奨励賞を受賞しました。本賞は、財団法人電気科学技術奨励会が、長年にわたって日本の電気科
学技術の発展に貢献した者に授与する賞です。

第55回電気科学技術奨励賞を受賞！第55回電気科学技術奨励賞を受賞！

＊画像はイメージです。

独
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強 化



マイクに向かって音声を発声するだけで、メール本文が入力される

便利なサービスに対応しました。方法もメール作成画面で音声入

力ボタンを押し、入力したい文章を話すだけの簡単操作。文字入

力が苦手な方もメール作成が行えます。
※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日間はお試し期間として無料で利用できます。※ご利用に

は別途パケット通信料がかかります。※音声入力をする際の周辺環境などにより、音声を認識し

ないことがあります。

音声入力

声で本文を入力できる声で本文を入力できる「音声入力メール音声入力メール」サービス対応」サービス対応※

行きたい駅と出発する駅の名前を音声で入力するだけで、到着

駅までの最短ルートを手軽に確認できます。また、音声入力対応

の専用地図アプリ「地図アプリforらくらくホン」も搭載。行きたい

場所を音声入力すれば、そこまでのルート案内が表示されます。
※お申し込みが必要な有料サービスです（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90日間はお試し期間として無料で利用できます。※ご利用には別途パケット通信料

がかかります。※音声入力をする際の周辺環境などにより、音声を認識しないことがあります。

音声入力音声入力サービスサービス対応の乗換案内対応の乗換案内※＆地図＆地図アプリ搭載アプリ搭載※

受信時最大3.6Mbps※の高速パケット通信が可能なFOMAハイスピードに対応しました。FOMAハイスピード

エリアは、従来のFOMAエリア内で順次拡大中なので、広範囲で快適インターネットを楽しむことができます。
※FOMAハイスピードエリアではベストエフォート方式による提供となり、最大3.6Mbpsの通信速度とは、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。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。

高速パケット通信を楽しめるFOMAハイスピード高速パケット通信を楽しめるFOMAハイスピード

東北大学川島隆太教授監修の「ケータイ脳力ストレッチング」を

搭載しました。さまざまな問題を解いて、脳を鍛えることができま

す。ほかにも「地図アプリforらくらくホン」、電子マネー「Edy」、

「メモ」、「DCMXクレジットアプリ」、「iD 設定アプリ」、「Gガイド番

組表」といった計7つのiアプリをプリインストールしました。

豊富なプリインストールiアプリ豊富なプリインストールiアプリ

らくらくホンとして初のダウンロードiアプリに対応しました。

ブロック崩しゲームや、ボーリングなどのiアプリを富士通ケータ

イサイト「@Fケータイ応援団」より無料でダウンロードすることが

できます。

ダウンロードiアプリ対応ダウンロードiアプリ対応

ハイスピード

iアプリ

らくらくホン初

らくらくホン初

強 化

音声で文字入力が可能なサービスに対応したメール機能や、

iモードをより快適に行えるFOMAハイスピードなど、

先進の機能を多彩に詰め込んだ、らくらくホン プレミアム。

きっと、先進の機能というのは「人にやさしい」機能のこと。

ケータイの進化は、まだ止まらない。

＊画像はイメージです。

今日の打ち合わせ
は15時からに
してください。

東京駅から
成田空港まで。
6月4日の
10時27分発。

進
化
進
化EVOLUTION

音声入力ボタン
を押して・・・

ケータイ脳力ストレッチング

ボーリングブロック崩し



■らくらくホン簡単操作ガイド

●東海道五十三次 ●秩父札所めぐり ●熊野古道

●おくのほそ道 ●富士登山 ●四国八十八カ所
コース一覧

ニュースや交通案内など、さまざまなメニューを

使いやすく表示する、らくらくiメニューを用意し

ました。見たいサイトをすぐに探せるので、iモード

をより楽しく使えます。

■らくらくiメニュー

らくらくiメニュー

万が一、らくらくホンの操作方法がわからなく

なった場合でも、「@Fケータイ応援団」から操作

ガイドを見ることが可能。手軽に操作方法を

チェックすることができます。

ほかにも、らくらくホンならではの便利で楽しいサービスが満載！

常時表示対応の
約 0.9 インチ
モノクロ液晶

赤外線データ送受信

便利な音声読み上げ

手軽に行える音量調節

らくらくホンとしての使いやすさも、追求しました。

歩数計には、「歩数」「歩いた距離」「消費カロリー」などに

加え、「脂肪燃焼量」の表示機能付き。また、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

送信されるあんしん機能付きです。さらに、富士通のiモー

ドサイト「@Fケータイ応援団」へアクセスすれば、歩数計

のデータを使って仮想の歩き旅を楽しめます。

■脂肪燃焼量を表示できる歩数計

毎日の脂肪燃焼量が
ひと目でわかります

らくらくホン プレミアムは、大音量の

ブザーを鳴らして自分の居場所を周

囲に伝えられるワンタッチブザーに加

え、大切な人の居場所を確認できるイ

マドコサーチ®にも対応。ワンタッチブ

ザーを鳴らすと、自動的に位置検索を行

い、居場所をメール（メッセージR）で

知らせることができます。

■ワンタッチブザー＆イマドコサーチ連動

イマドコサーチ契約者に
位置情報通知（メッセージR）

●「＠Fケータイ応援団」へは、下記の方法でアクセスしてください。（2008年3月現在。アクセス方法は予告なしに変更されることがあります。）

光センサーによる
自動輝度調整

ワンタッチ
ダイヤルボタン

押しやすい
十字ボタン

電話着信を
光で知らせる光ガイド

スーパーはっきりボイス・
ゆっくりボイス

大きな文字表示／
白黒反転配色

見やすい文字と
押しやすい凸形状

はっきりマイク＆
ダブルマイク

カメラ／音声入力ボタン

ワンタッチブザー

ワンタッチダイヤルボタンや、音声読み上げ機能など、

これまで好評だったらくらくホンシリーズの機能をすべて継承しました。

先進機能や優れたデザイン性に加え、使いやすさにも徹底的にこだわったケータイです。

下ボタン1回押し　　  　　　Menuを見る　　　　＠Ｆケータイ応援団

©ZENRIN CO., LTD.

＊画像はイメージです。



http://azby.fmworld.net/ｉ/

http://azby.fmworld.net/mobile/

最新の情報が欲しい！もっと活用したい！ AzbyMobile

ケータイ活用

FOMA端末、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。

安全に関するご注意

このカタログは、森林認証紙および大豆油インキを使用しています。

●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場合があります
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。
●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。iモードの
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（通信）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、ダウンロードしたiアプリを作
動させると通話（通信）・待受時間は短くなります。

●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。
●日本国内ではドコモのFOMAネットワーク以外ではご利用できません。
●お客様ご購入時の「国際ローミング設定」は、国内及び海外の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。
●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モーション｣ ｢iモード｣ ｢i アプリ｣ ｢i メロディ｣ ｢WORLD 
WING｣｢デコメール｣｢おサイフケータイ｣｢iチャネル｣｢iD｣｢おまか
せロック｣｢電話帳お預かり｣｢DCMX｣｢イマドコサーチ｣｢音声入力
メール｣｢ケータイお探し｣｢エリアメール｣および｢HIGH-SPEED｣ロゴ
｢DCMX｣ロゴ｢iD｣ロゴ｢WORLD WING｣ロゴ「音声入力メール」ロゴ
「iチャネル」ロゴ「電話帳お預かり」ロゴ「おまかせロック」ロゴ「ケー
タイお探し」ロゴ「エリアメール」ロゴ「ドコモケータイdatalink」ロゴ
はNTTドコモの商標または登録商標です。 
◎「平安」「バロック」「マンダリン」「グラデーション」「ドミノ」「ブライン
ド」「ウェーブ」「ネオン」のデザインに関する著作権は株式会社日本
デザインセンターが有しています。

◎microSD™はSDアソシエーションの商標です。 
◎FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。 
◎FeliCa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。 
◎Uni-Typeは、株式会社リムコーポレーションと千葉大学との共同研究
によって開発されたユニバーサルデザインの書体です。Uni-Typeは、
株式会社リムコーポレーションの登録商標です。
◎「Gガイド番組表」は、米Gemster-TV Guide International,Inc.およびそ
の関係会社の日本国内における登録商標です。
◎「ヨコモーション」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および商品名は、各社
の商標または登録商標です。

連続
待受時間※2　

ディスプレイ

音声読み上げ／音声認識

約109×50×20mm（折りたたみ時）

約140g※1

音声通話：約140分
テレビ電話：約110分

約155分

外形寸法（H×W×D）

質量

連続
通話時間※2　

※1：電池パック F11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、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、ワンセグ視聴などを行っても通話（通信）・待受時間は短くなります。※3：TFT（Thin Film Transistor）…コントラスト・色の再現性・応答速度・視野角などが優れ
たカラー液晶です。※4：スケジュールの登録件数もしくは、保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。※5：iモードメールとショートメッセージの合計件数。※6：プリインストールされているiモーション（1件）は含みません。

◎地域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：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。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。※4：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。※5：日本国内で使用ください。※6：ご利用にはFOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

主な仕様

FOMA／
3G

FOMA／3G

GSM

GSM

約465時間（歩数計ON時は約335時間）

約270時間（歩数計ON時は約215時間）

約3.1インチ262,144色
TFT半透過型オールラウンド液晶※3（240×432ドット）

○

 緊急速報「エリアメール」に対応ほかにも、ドコモならではのあんしんをご用意

オプション（別売）

■ FOMA 乾電池アダプタ 01
■ FOMA 補助充電アダプタ 01
■ イヤホンターミナル P001※4

■ 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※4／P002※4

■ 電池パック F11※1

■ リアカバー F28
■ 卓上ホルダ F25
■ FOMA USB接続ケーブル※2

■ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01※2／P02※2

■ FOMA ACアダプタ 01／02※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※4

■ FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※3

■ 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L 01

■ 骨伝導レシーバマイク 01
■ FOMA DCアダプタ 01／02
■ 車載ハンズフリーキット 01※6

■ 車内ホルダ 01
■ FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01

ご利用にあたってのご注意

電話帳／メール／写真などのデータをケータイからPCに読み込むことが
できるソフトです。らくらくホン プレミアムとPCをUSB接続ケーブル（別売）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

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために
お客さまが不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・
メーカーを問わず上記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。
最寄りのドコモショップ窓口にお持ちください。

卓上ホルダはお客様から回収させていただいた製品のＡＢＳ樹脂
をリサイクルして製造しております。

MB08382008年3月現在

らくらくホン プレミアムの操作および本カタログのお問い合わせ先

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部

お問い合わせ先〈DoCoMo 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。

［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〉］
＊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。

TEL 03-3200-3166

万一の紛失にも安心の
「ケータイお探し®サービス」

安心の
「おまかせロック®」

便利な
「電話帳お預かり®サービス」

緊急速報「エリアメール」とは、気象庁が配信する緊急地震速報や国、地方公共団体が配信する
災害・避難情報を受信することができるサービスです。対象エリアにいるお客さまは月額使用料、
通信料などは一切無料で情報を受信することができます。
＊エリアメールの利用設定を「利用する」にする必要があります。

サービスのポイント

緊急地震速報や災害・避難情報を
受信することができます。

対象エリアへ一斉配信された情報を
お客様が受信できます。

受信時には、ポップアップ表示、
専用の警告音でお知らせします。

富士通は、省資源・省エネルギー化など、
環境面でも徹底したモノづくりをすすめています。

カメラ

ワンタッチダイヤルボタン

充電時間

○（3個）

約135分

約135分

FOMA ACアダプタ

FOMA DCアダプタ

テレビ電話・iモード®関連機能

●FOMAハイスピード ●テレビ電話：ズーム（アウトカメラ最大12倍／インカメラ最大2倍）
●画面メモ（最大100件※4） ●Bookmark（100件）
●画像ダウンロード（最大1000件※4［静止画保存件数含む］）
●iメロディ®ダウンロード（最大545件※4） ●iアプリダウンロード（最大100件※4 18MB） 

●受信メール（最大1000件※4※510MB）
●送信メール（最大200件※4※52.8MB） ●音声入力メール
●デコメール®テンプレート（70種類※4） ●手書きメール
●簡単メール作成 ●圏内自動送信メール ●音声メール

●デジタルズーム：静止画撮影（最大32段階約16倍［インカメラは2段階約2倍］）・
　動画撮影（最大8段階約16倍［インカメラは2段階約2倍］） 
●明るさ（5段階） ●フレーム：待受用・QVGA用・QCIF用（各5種類） 
●おまかせ手ブレ補正（静止画撮影のみ） ●おまかせ明るさ補正（静止画撮影のみ） 
●おまかせ歪み補正（静止画撮影のみ） ●オートフォーカス（静止画撮影のみ） 
●バーコードリーダー（JANコード、QRコード［16分割対応］）
●動画撮影対応（MP4形式） ●動画撮影サイズ（QCIF、QVGA） ●動画撮影種別（画像＋音声）
●動画保存件数※4（最大100件［iモーション®※6のダウンロード件数含む］）

メール関連機能

カメラ関連機能

ワンセグ関連機能

●連続視聴約270分 ●データ放送 ●字幕表示
●視聴予約・録画予約（合わせて最大100件※4）
●Gガイド番組表

●電話帳：らくらくホン プレミアム本体（最大1000件※4[3番号3アドレス]）・
　FOMAカード（最大50件[1番号1アドレス]） ●GPS ●スーパーはっきりボイス 
●ゆっくりボイス ●ワンタッチブザー（位置情報通知機能）
●はっきりマイク＆ダブルマイク ●WORLD WING（3G＋GSM） 
●おまかせ世界時計 ●光ガイド ●外部メモリ（microSD™カード［別売］） 
●FOMAプラスエリア ●着信時の名前読み上げ ●でか着信音＆穏やか着信音 
●電話帳保存お知らせ ●ダブルメニュー＆ダブルフォント 
●かんたんプロフィール送信 ●拡大鏡 ●大きな文字のiチャネルテロップ

その他の機能

POINT1 POINT2 POINT3

＊お申し込みが必要な有料サービスです。

アウトカメラ：有効約320万画素CMOS
インカメラ：有効約32万画素CMOS




