


「使いやすさ」の、その先へ。「使いやすさ」の、その先へ。
 みんなにやさしい、らくらくホンみんなにやさしい、らくらくホンⅤ。

Red レッド

赤外線でかんたんに

プロフィールを

送受信できます。

大きな液晶に時計を

常時表示します。

大音量ブザーをワン

タッチで鳴らせます。

「白黒反転」で文字

が読みやすいです。

ボタンひとつで

登録相手に電話を

かけられます。

わかりやすく、

聞き取りやすい

受話口です。

音声／テレビ電話

着信を光でお知らせ

します。

電話帳などを声で

呼び出せます。

押しやすい十字型

マルチカーソル

ボタンです。

画面の輝度を

自動調整します。

盛り上がった

形状の押しやすい

ボタンです。

新新  色

ワンプッシュ

するだけで

片手でかんたん

に開けられます。

＊画像はイメージです。写真はバックライト点灯時のものです。 ＊画像はイメージです。

Gold ゴールド

Royal blue ロイヤルブルー

Lavender ラベンダー

約2.8インチのオールラウンド

大画面液晶を搭載しました。

メールや電話帳の文字も、

よりいっそう見やすくなりました。

見やすい見やすい

相手の声が聞き取りやすい

「スーパーはっきりボイス2」や、

周囲の騒音をカットし、自分の声を

クリアに届ける「スーパーダブルマイク」を

採用しました。お互いの声がより伝わります。

聞きやすい聞きやすい

持つと自動で背面液晶が光る

「おまかせバックライト」や、

着信音が自動で大きくなる

「おまかせでか着信」など、

おまかせ機能が充実しています。

おまかせおまかせ



しんせつ
コミュニケーションの基本である「聞きやすさ」と

「使いやすさ」にこだわり続けてきた、らくらくホン。

らくらくホンⅤは、そんな思いがたっぷりと詰まっている

ケータイです。人と人との距離をより近づけるための

コミュニケーションツールがここにあります。

ケータイを初めて手にする人や、

これまでのケータイを難しいと感じていた人。

そんな人たちに、ぜひ使ってもらいたいのが、

らくらくホンⅤ。カメラ撮影や、メール作成など、

手軽に楽しめる工夫がいっぱいです。

かんたん

2クイマ1クイマ

聞き取りやすさを追求しました 周囲の雑音を自動でカットします

ノイズキャンセル性能を活かした、自分の声をクリ

アに届けられる「スーパーダブルマイク」と、自分の

声が小さい時は自動的に送話音量をアップする

「はっきりマイク®」で、自分の声をはっきりと伝えら

れます。

周囲の騒音を感知すると、相手の

声を音域ごとに最適な音量に細か

く調整する「スーパーはっきりボイ

ス2」を採用。自然な聞こえ方で、

相手の声がはっきりと聞こえます。

ほかにも多彩な「しんせつ」機能

■ らくらくホンⅤを持ち上げて傾けると、自動的にバックライトが点灯します。

■ 通話中最後の1分間を、自動で録音します。

■ 周囲が騒がしくて着信に気付かない時でも、自動で着信音量を大きくしてお知らせします。

通話相手 自　分

２つのマイクを連携させて自分の声以外の騒音を
低減します。また、「はっきりマイク」で小声でも相手
に自分の声をしっかり伝えます。

相手の声が
より聞き取りやすく

2

ケータイを片手で
かんたんに開けられます

本格的な撮影を手軽に楽しめます

有効約200万画素カメラを搭載しました。最大約16

倍のズームや、セルフタイマー、さらには、おまかせ

逆光補正も採用。大切な思い出を、手軽に美しく残

せます。もちろん、ビデオ撮影も可能です。

オープンアシストボタンをワンプッシュするだけで、

かんたんにケータイが開く「オープンアシスト」を採

用しました。

ほかにも多彩な「かんたん」機能

■ 楽しい画像を文章といっしょに送れるデコメール®をかんたんにつくれます。

■ 文字を打つ代わりに音声でメールの入力をすることができます。
＊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日間は無料で利用できます。  別途パケット通信料がかかります。

■ 好評の日本語辞書ATOK®の採用で、メール作成がスムーズに行えます。

かんたんにケータイが開きます ンホくらくら機来従 Ⅴ（逆光補正）



ケータイは毎日チェックするものだから、

「見やすさ」はとても大切です。

らくらくホンⅤは、約2.8インチのオールラウンド大画面液晶。

文字の大きさや、文章の行間にまでこだわりました。

いくつもの研究を重ねた「見やすさ」がここにあります。

使いやすさだけでなく、使う人の「あんしん」も考えました。

らくらくホンⅤは、セキュリティの高さはもちろんのこと、

いつもそばにあるケータイを使って、

歩数計や脈拍計などの機能が、健康をサポートします。

そんな「あんしん」にも力を入れています。

見やすい あんしん

「消費カロリー」や「脂肪燃焼量」などを表示します。

さらに、毎日の歩数をグラフで確認できます。

株式会社タニタが運営するiモードサイト「TANITA

からだカルテ※」とも連携。らくらくホンⅤで測定し

たデータを記録することができます。 
※無料サービス（2009年1月現在）。詳細についてはiモードサイト「TANITAからだカルテ」
をご確認ください。

気になる健康をサポートする本格健康アプリ「健康生活日記」

らくらくホンⅤでは、歩数計に加えて、脈拍計も搭載。さらに、株式会社タニタの体組成計との連携も行える

など、使う人の健康をサポートするiアプリ®「健康生活日記」をご用意しました。

ほかにも多彩な「あんしん」機能

■ らくらくホンⅤを閉じるだけでかんたんにロックをかけられます。

■ 大音量ワンタッチブザーと自分の居場所をメール通知できるイマドコサーチ®対応※。
※お申し込みが必要な有料サービスです。月額使用料：210円（税込）、検索料：5.25円（税込）／1回

■ 災害・避難情報をキャッチする緊急速報「エリアメール®※」に対応。
※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。

読みやすい
「でか文字」に対応しました

最大40ドットの大きな文字で、メールを確認でき

ます。また、待受画面の時計表示も大きくしたので、

時刻確認もラクに行えます。

ほかにも多彩な「見やすい」機能

■ 大きな液晶に時計を常時表示する背面液晶を搭載しました。

■ 屋内でも屋外でも見やすい、半透過型オールラウンド液晶を採用しました。

■ 周囲の明るさを感知して、明るさに応じた輝度に画面を自動調整します。

文字が見やすい大きな画面です

約2.8インチの大型液晶を搭載しました。画面が大き

くなった分、行間が広くなり、より文字が読みやすくな

りました。

40ドット 待受画面の時計表示（特大で表示）らくらくホンⅤ（2.8インチ原寸）らくらくホンⅣS（2.6インチ原寸）

歩数計

サービス連携

内側カメラを指で軽く触れる※だけで、脈拍を測定

することができます。 ※約15秒程度。

かんたん脈拍計 効果
測定

Tn-Link対応のタニタ社製の体組成計・血圧計と

連携して、各種測定値を赤外線でかんたんに受信

できます。毎日のデータをグラフで表示・管理でき

ます。

健康機器連携 効果
測定支援

運動

＊画像はイメージです。



テレビ電話

iモード

iモーション
iアプリ

らくらくホンⅤの主な機能

※1：保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。※2：iモードメールとSMSの合計件数。※3：microSDはすべての動作を保証するものではありません。※4：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。※5：電池パック F09装着時の数値で
す。※6：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。※7：FOMA本体を折りたたみ、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。※8：FOMA本体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。※9：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。
※10：保存・登録する動画サイズにより、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。

◎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：電池パックは本体付属品です。 ※2：らくらくホンⅣSでお使いの卓上ホルダ（卓上ホルダ F19）は、らくらくホンⅤでも引き続きお使いいただけます。 ※3：USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合が
あります。 ※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：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。 ※6：日本国内で使用してください。 ※7：らくらくホンⅤ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。

ズーム
くっきり補正
Bookmark（フォルダ）
画面メモ
画像ダウンロード
iメロディ®ダウンロード
ダウンロード
ダウンロード

最大16倍（内側カメラは2倍）
○
100件※1（5件）
最大100件※1

最大1000件※1（静止画撮影保存件数含む）
最大500件※1（内蔵メロディを除く）
最大100件※1（動画撮影保存件数含む）
最大100件※1

オプション（別売）

ご利用にあたってのご注意
●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います。
●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すると通話（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。

●ドコモのFOMAネットワーク以外ではご利用できません。
●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。

このカタログには、森林認証紙、大豆インキを使用しています。

2009年1月現在　

http://azby.fmworld.net/ｉ/

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

AzbyMobile

ケータイ活用

最新の情報が欲しい！もっと活用したい！

＊本サイトは富士通が運営しているもので、NTTドコモグループとは関係ありません。

日本点字図書館の音声図書（DAISY図書）再生に対

応しました。再生用iアプリと音声図書コンテンツを

ダウンロードして再生できます。図書例も豊富にご用

意。さまざまな名作を音声で楽しむことが可能です。

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Ⅴ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

●お問い合わせ・お申込み先

◎販売価格については、ドコモショップ等販売店にお尋ねください。
◎商品写真等に関しては、実物と若干異なる場合がございますので
ご了承ください。◎掲載の商品の仕様・性能は、予告なしに変更する
場合がございますのでご了承ください。◎「FOMA」「イマドコサーチ」
「iモーション」「iアプリ」「WORLD WING／ワールドウィング」「iメロディ」
「iモード」「デコメール」「デコメ」「iチャネル」「電話帳お預かりサービス」
「おまかせロック」「ケータイお探しサービス」「ポケットU」および
「WORLD WING／ワールドウィング」ロゴ、「音声入力メール」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、「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。◎「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
◎microSDHCはSDアソシエーションの商標です。　　◎QRコー
ドは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。◎「はっきりマイ
ク」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。

■テレビ電話・iモード・iモーション®・iアプリ機能

●電話帳：らくらくホンⅤ本体（最大1000件※1［3番号3アドレス］）・FOMAカード（最大50件［1番号1アドレス］）
●光ガイド　●バーコード読み取り（JANコード、QRコード）　●手書きメモ　●メール宛先入力省略化　
●赤外線全件送受信　●目覚まし登録（5件）　●お知らせタイマー　●ボイスレコーダー 　●GPS　
●エニーキーアンサー　●外部メモリ（microSD™カード※3［別売］／microSDHC™カード※3［別売］）　●拡大鏡　
●電話帳保存お知らせ　●ワンタッチブザー（位置情報通知機能）　●自動時刻補正　●でか着信音　
●穏やか着信音　●ダブルメニュー（リスト形式、タイル形式）　●ダブルフォント（丸ゴシック体、教科書体）　

■その他（機能）

■その他（サービス）

カメラ機能

ズーム
手ブレ補正
接写

■撮影時の機能

■静止画関連

最大約16倍（内側カメラは約2倍）
○（静止画のみ）
○

明るさ5段階
静止画・動画　各5種類
○（静止画のみ）

カメラ設定
撮影確認音
ナイトモード

ファイル形式
撮影サイズ
音声
最大保存件数
くっきり補正

■動画関連
MP4
176×144ドット（QCIF）、320×240ドット（QVGA）
音声あり
最大100件※10（iモーションのダウンロード件数含む）
○

JPEG
最大1000件※1（画像のダウンロード件数含む）

ファイル形式
最大保存件数

らくらくホンⅤの主な仕様
外形寸法（H×W×D）
質量

連続通話時間※6

連続待受時間※6

メインディスプレイ
背面ディスプレイ

カメラ

音声読み上げ
音声認識
ワンタッチダイヤルボタン

各種充電器による充電時間

音声通話時
テレビ電話時
静止時
移動時

外側カメラ
内側カメラ

FOMA ACアダプタ
FOMA DCアダプタ

約108×50×17.3mm（折りたたみ時）
約113g※5

約160分
約110分
約475時間※7

約355時間※8

約2.8インチ半透過型TFT液晶※9［240×352ドット］
約1.4インチモノクロFSTN液晶［96×128ドット］
有効約200万画素CMOS
有効約32万画素CMOS
○
○
○（3個）
約135分
約135分

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。

安全に関するご注意

ドコモの携帯電話からの場合

（局番なしの）

お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉 ＊ダイヤル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。

一般電話などからの場合

0120-800-000151（無料） 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。

【らくらくホンⅤ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

＊携帯電話、PHSからもご利用になれます。＊一般電話からはご利用できません。

■メール機能
全角最大5000文字
最大5アドレス
最大200件※1※2

最大1000件※1※2

10件
○（デコメ®テンプレート70件、デコメ®ピクチャ60件）
○
○
○
○
○（相手がmova本体の場合はiモードメールとして扱われます）

送受信可能文字数
同報送信
送信メール
受信メール
メール例文
デコメール®
圏内自動送信メール
簡単メール作成
音声入力メール
手書きメール
SMS

＊別途お申込みが必要な有料サービスです。

MB1344

■ FOMA 乾電池アダプタ 01
■ FOMA 補助充電アダプタ 01
■ マイク付リモコン F01
■ 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

■ 電池パック F09※1

■ リアカバー F32
■ 卓上ホルダ F19※2

■ FOMA USB接続ケーブル※3

■ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01※3／02※3

■ 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

■ 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 ACアダプタ 01／02※5

■ FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※5

■ FOMA 室内用補助アンテナ※6

■ FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※6

■ 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※7

■ FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
■ 車内ホルダ 01

（コンテンツ例）
古典「河童」／中国文学「山の郵便配達」／
実用書「常識的に知っておきたい裁判の世界」／
時代小説「あかね空」／現代小説「インストール」etc.

プリインストールiアプリ 名作揃いの音声図書コンテンツ

■ケータイ脳力ストレッチング らくらく版
■健康生活日記
■地図アプリforらくらくホン　■メモ

●ビデオクリップ　●ポケットU®※4　●iモーション　●iチャネル　●FOMAプラスエリア

便利な
「電話帳お預かりサービス®」

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®」

WORLD WING®（3G）

「使いやすさ」の、その先へ。
 みんなにやさしい、らくらくホンⅤ。

新  色
見やすい

聞きやすい

おまかせ

見やすい

聞きやすい

おまかせ


