


スイングケータイ、F903 i  D e b u t !

折りたたみ型や、スライド型など、時代のニーズに合わせてさまざまな形状が生み出されてきたケータイ。

そしていま、ケータイにはフルブラウザや、大容量ゲーム、そして映像コンテンツなどを

快適に使いこなせる新しいカタチが求められている。

ヨコモーション― 。 それは、ワイドなヨコ画面の快適性と、

従来のタテ画面の操作性を融合させたケータイの進化型。このカタチが、ケータイの未来を変えていく。

求めていたカタチが、ここにある。 これからのケータイに必要なスタイル、それがヨコモーション

タテ画面
これまでのケータイで使い
慣れたタテ画面を継承

操作性のよさはそのままに、タテ・ヨコ画面を
自在に使いこなせる、新スタイルを実現

ヨコモーションヨコ画面
多彩な映像コンテンツをワイドに
楽しめるヨコ画面を採用

PC

ゲーム ビデオ
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● 受信メールフォルダ一覧
※

● 静止画撮影
※

● iアプリ
®
（ワンタッチiアプリ）

● 新規メール

● フルブラウザ（ホーム）

● 動画撮影

● バーコードリーダー

● メモ帳

● 電卓

待受画面からスイング起動が可能な項目

待受画面の状態から画面を右へ左へとスイングさせるだけで、使いたい機能

をすぐに起動することができるヨコモーション。もちろん、ライフスタイルに

合わせて、スイングで起動する機能を変更することも可能。F903iなら、タテ

画面からヨコ画面まで自由自在に楽しめます。

※初期設定では左スイングで受信メールフォルダ一覧、右スイングで静止画撮影起動の設定になっています。 

＊スイングしても何も起動できないように設定することもできます。

i - a p p l i M U S I C

ヨコ画面にしても操作性のよさはそのまま

使いたい機能を一発起動。操作性にも優れた、ヨコモーション。

● マイピクチャ

● iモーション
®

● マイドキュメント

● ミュージック

● その他

組み合わせ多彩の、便利なヨコモーション

ヨコモーションなら、フルサイズを思う存分楽しめる。

※デコメール®はヨコ画面いっぱいには表示されません。また、メール作成中画面はワイド画面で
表示されません。

● フルブラウザ

● 静止画撮影

● 動画撮影

● メール
※

● マイピクチャ

● iモーション

ワイド表示対応機能一覧
● iアプリ

● PDF対応ビューア

● ドキュメントビューア

フルブラウザ表示や大容量映像コンテンツが、ケータイの常識になりつつ

あるいま、ケータイの画面もまた、ワイドに楽しめるヨコ画面表示が求め

られています。F903iは、そんなヨコ画面を思う存分活用できるケータイ。

フルブラウザから、iアプリ、カメラ、さらにはPDFまで、タテ画面時の操作

性はそのままに、多彩なアプリケーションをフルサイズで楽しめます。

マイピクチャ ドキュメントビューア

W I D E  V I E W
フルブラウザも、カメラも、iアプリも、ワイドなヨコ画面フルサイズで表示

F903iは、ヨコ画面にしても、タテ画面時と同じようにすべてのキー

操作をスムーズに行うことができます。これまでのヨコ画面対応ケー

タイにありがちだった、画面が邪魔をして十字キーの操作ができなく

なるといった心配もないので、ストレスなくヨコ画面を使いこなせます。

USABILITY

QUICK START

＊画像はイメージです。

操作性が損なわれない
ので、ヨコ画面での操作
もカンタン

従来モデル F903i

受信メールフォルダ一覧 動画撮影 静止画撮影新規メール

SWING! SWING!

メール好きな人は… カメラ好きな人は…

F903iでは、自分の居場所がケータイでわかるGPSiアプリを搭載。

スイングすれば、タテ画面時に比べて左右の地図領域がアップするの

で、まるでカーナビゲーションのような見やすさで自分の位置を確認

できます。

＊運転中の操作は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作をしないでください。

操作を行う場合は、安全な場所に自動車等を停止させてください。

GPS画面は、まるでカーナビゲーションのような見やすさ
G P S

ヨコ画面にすれば、1行の表示文字数が増えるため、長文メールなど

の見やすさもアップ。PC画面で閲覧している状態に近い感覚でメー

ルをチェックすることができます。

E A S Y  V I E W
ヨコ画面にすればメールの一覧性もアップ

©2006 ZENRIN DataCom CO.,LTD.

SWING! SWING!

SWING!

画面をスイングさせることで、ヨコ方向へのスクロール量が大幅に軽減。

ブログや、ネットショッピングなどといったPC向けサイトを思う存分楽

しめます。

W E B  S I T E
PC向けサイトもヨコモーションでラクラク

スイングすれば、カーナビゲーションの
ような見やすさに
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不在着信

留守番電話サービスの伝言メッセージ

時刻

伝言メモ

未読トルカ

日付 未読メール

メール作成もスイングを使えばよりカンタンに。

メール作成・文字入力時にも大活躍のヨコモーション

サブ液晶の新しいカタチ、それが「ちょこモーション」。

MAIL

● デコメピクチャ※

● 顔文字※
● 絵文字
● 記号

メール作成・文字入力画面からスイング起動が可能な項目
● 定型文
● パスワード引用

※初期設定では左スイングでデコメピクチャ起動、右スイングで顔文字起動の設定になっています。
＊スイングしても何も起動できないように設定することもできます。

パノラマ撮影もヨコモーションならラクラク

画面をスイングした状態でパノラマ撮影をすることができるので、ワ

イドな撮影もヨコ画面のまま自然なスタイルで行えます。撮影から閲

覧まで、ヨコ画面のまま楽しめます。

PANORAMA

＊実際にF903iで撮影したパノラマ写真。

メール作成・文字入力画面からスイングを行うことで、いままで以上にメール

の使いやすさがアップ。これまで複数の手順が必要だった、定型文や、絵文字、

デコメピクチャなどの呼び出しが、スイングひとつで呼び出せます。もちろん、

好みに合わせてスイングの組み合わせを変更できます。

ヨコモーションのスマート操作で、デコメピクチャもより便利

メール作成画面からのワンスイングで、デコメピクチャ選択画面へと

移行できます。さらに、本文に挿入したい画像を選んでタテ画面に戻

せば、メール作成画面へ添付できるのでとても便利です。

DECORATION

SWING! SWING!

メール本文 デコメピクチャ選択画面 メール本文に添付完了

さまざまな情報をすばやくチェック可能

閉じたままディスプレイを軽くスイングするだけで、時刻やメール着信、

不在着信などの情報がすばやく、スマートにチェックできます。画面の

コーナー部分に、くっきり分かりやすく表示されるので、ポケットやバッ

グから取りだして、さり気ない動作で確認が可能です。

SMART CHECK

● 未読トルカ

● 時刻

● 不在着信

● 未読メール

ちょこモーションで確認可能な項目

● 留守番電話サービスの伝言メッセージ

● 伝言メモ　　　　　● 日付

顔文字＆定型文もヨコモーションで入力OK

これまでメール作成画面から複数の操作が必要だった顔文字や定型

文も、スイングで呼び出し＆入力可能に。ほかにも、絵文字や記号など

自分のスタイルに合わせて文字入力を行えます。

TEMPLATE

SWING! SWING!

メール本文 顔文字選択画面 顔文字入力完了

ほかにも便利な、ヨコモーション。

【パノラマ撮影できる画像サイズ】横待受用※1 320×240（最大画像サイズ 1600×240）／
縦待受用※1  240×320（最大画像サイズ 1200×320） ／ CIF※1 352×288（最大画像
サイズ 1760×288）／横長VGA※2 640×480（最大画像サイズ 2176×480／縦長VGA 
480×640※2（最大画像サイズ 1632×640）
※1：最大撮影枚数は6枚。※2：最大撮影枚数は4枚。＊スイングした状態で、左から右にパノラマ撮影する場合。

＊画像はイメージです。05 SWING 06SWING
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美しさ際立つカラーバリエーション

それぞれのカラーに「上質」「洗練」「知性」が息づく、

個性あふれるラインナップ。金属蒸着加工や3コート塗装という

こだわりの表面処理技術を随所に盛り込むことで、美しい質感を表現しました。

＊画像はイメージです。 08DESIGN07 DESIGN

NERO
ネーロ

ROSSO
ロッソ

BIANCO
ビアンコ

COBALTO
コバルト

DESIGN



＊画像はイメージです。

専用マイク付リモコン※を同梱

F903iではUSBケーブルに加え、ミュージック専用マイク付リモコン

を同梱しました。再生／停止／曲送り／音量調節などといった一連

の音楽操作を手元でラクラク行えるので、ケータイをバッグなどに

入れたまま、お気に入りの音楽を楽しめます。

＊着うたフル
®
では、ダウンロードされるコンテンツのデータサイズが大きくなるため、ご利用の際はパケット

通信料定額サービス「パケ・ホーダイ」のお申し込みを推奨しています。 ＊「着うたフル」「着うた」は
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

短押し：再生・停止
長押し：プレーヤー起動／再生・終了

短押し：音量アップ
長押し：次曲再生・次曲にカーソル移動

短押し：音量ダウン
長押し：前曲再生／頭出し再生・前曲移動／頭出し移動

※正式名は「マイク付リモコン F01」となります。

短押し：音量ダウン  長押し：次曲送り

短押し：音量アップ  長押し：前曲戻し

再生・一時停止

＊上記CDジャケットはイメージです。

専用リモコン＆着うたフル
®
対応で、音楽の楽しさがさらにアップ。

REMOTE CONTROL

サイドキーでも手軽に操作可能

F902iSで好評だった閉じたままでの音楽操作を、F903iにも継承

しました。ケータイの側面にあるサイドキーを使えば、再生／停止／

曲送り／音量調節などが自由自在。音楽を聴きたいときに、すぐに

楽しむことができます。

SIDE KEY

【サイトへのアクセス方法】  iMenu→メニュー／検索→着うたフル

1曲まるごとダウンロードできる着うたフル
®
対応

着うたフル®とは、iモード上の対応サイトからお好みのフルコーラス楽

曲を選択し、直接ケータイに1曲まるごとダウンロードできるサービ

ス。ダウンロードした楽曲の一部を「着うた®」として設定できるほか、

ジャケット写真などの画像も一緒に取得することができます。 

DOWNLOAD

＊ステレオイヤホンは別売です。 撮影協力：株式会社オーディオテクニカ

27色の多彩なイルミネーション

着信時や通話時などに合わせて灯る

27色のイルミネーションが、

使う人はもちろん、

見る人の心まで

楽しい気持ちにさせてくれます。

DESIGN

09 DESIGN 10MUSIC
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WMA対応ミュージックストア一覧

WMAは、Windows ®対応PC標準音楽フォーマットなので、

Windows®対応PCを持っていれば、音楽管理ソフトを新しくイ

ンストールする必要もありません。

＊F902iS以前のFOMA Fシリーズのミュージックプレーヤーで再生できたAAC形式のファイル

は、F903iのミュージックプレーヤーでは再生できませんが、microSD™メモリーカードの

マルチメディア中の「その他の動画」では再生させることができます。WMA音楽データは

著作権管理データを再生できますが、AAC音楽データは著作権管理データに対応していません。

Windows®PC標準音楽フォーマットであるWMA（Windows Media®Audio）に対応

PCを使ってミュージックストアからダウンロードできるのもF903iの大きな特長。多数のミュージックストアがWMAで音楽配信を行っている

ので、邦楽・洋楽問わず豊富な楽曲をF903iで楽しむことができます。さらに、著作権保護技術で保護されたWMAを再生することも可能です。

ミュージックストアからダウンロードした曲も再生可能

（順不同）

● Napster

● goo Music Store

● e-music TOTAL SITE

● PRISMIX

● @MUSIC  ミュゥモ

● OCN MUSIC STORE

● music.jp for PC

● ORICON STYLE

● clubDAM.com

● D-Sound TOTAL SITE

● 楽天ミュージックダウンロード

● Listen Japan

● Music Drop

● My Sound

● ファミ通.comゲームミュージックダウンロード

● NewtypeBB
　 アニメミュージックダウンロード

● OnGen USEN MUSIC SERVER

PCからの音楽も、着うたフル®
も

プレイリストでラクラク管理

microSDメモリーカード内に保存してあるWMAの音楽データと、

F903iに保存してある着うたフル®を混在させたプレイリストを

作成することができます。ファイル形式に縛られることなく、自分

の好きな曲だけを集めたプレイリストで音楽を楽しめます。

＊本デザインはサンプルです。

ミュージック画面内に…
プレイリストを簡単に
作成できます

作成内容も
詳しく表示されます

ミュージックの動作設定画面からイコライザを選択 イコライザパターン

ノーマル

バス1

バス2※

ロック

ジャズ

ボーカル

クラシック

ポップ

トレイン

※イヤホンのみ。

WMAが、ケータイと音楽の関係をより身近にしてくれる。

臨場感あふれる音楽が楽しめるイコライザ対応

F903iでは、使う人のミュージックライフがより充実するように、

多彩なイコライザをご用意。合計9種類のイコライジングパターン

を利用することで、再生する音楽のジャンルに合わせて臨場感あ

ふれる音楽を聴くことができます。

EQUALIZER

アルバム名や歌詞まで表示される音楽再生画面

音楽再生画面には、再生している曲名や時間だけでなく、アルバ

ム名や、歌詞まで表示できるようになりました。充実した表示機能

が、音楽の楽しさをよりいっそう広げます。

GRAPHIC

PLAY LIST

WMA

Napster

ケータイクレジット「iD™」や、「DCMX® 」クレジットアプリなど、お

サイフケータイで利用できるサービスは多彩。F903iでは、そんな多

彩なおサイフケータイのサービスを個別にロックすることができます。

設定方法もICカードロック時動作設定から「ICカード対象選択」を選択

するだけと簡単です。

ICカードロックの使い分けで
おサイフケータイ®がより使いやすく

※指紋のみ認証設定を利用する場合は、登録した指がケガをして使えないなどの事態に備え、複数の指

の指紋登録が必要となります。当認証モードで、解除ができない場合でも、ドコモショップに持ち込むこと

で、暗証番号および指紋データを強制リセットすることが可能です（契約者本人であることが確認できる

書類とFOMAカードが必要です）。

F903iは、暗証番号と指紋認証の併用に加え、指紋のみ認証設定※も

行える便利な指紋センサーを搭載しました。センサーが外側についている

のでスムーズに認証操作が行えるうえ、指紋という世界にひとつだけのもの

でしか認証できなくなったことで、より強固なセキュリティを実現しました。

便利な指紋センサー搭載

ロック解除方法 ：暗証番号もしくは指紋認証／指紋のみ認証

大切なデータをワンアクションでフォルダごと隠せるプライバシーモードが

さらに進化しました。これまでのメールアドレスの表示設定に加えて、着信／

受信表示の設定を採用。これにより、よりいっそうケータイを安心して使う

ことができます。

進化したプライバシーモード
®

閉じるだけでロックがかかる開閉ロック

こだわりのカメラ機能が、その瞬間を美しく捉える。

＊着うたフルは株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

ソフト

microSD書き込みソフト

対応OS

ソフト入手方法

Windows Media® Player 10

Windows® XP SP2

Windows®標準ソフト（Windows Media®  Player
バージョンUPのため、ダウンロードが必要な場合があります）

音楽形式 WMA

※2006年11月現在。

たとえばメール
作成中でも…

ケータイを閉じれば
ロック状態に！

150万曲を月々1,980円（税込）※で聴き放題・持ち運び放題の
「Napster To Go」に対応

F903iは、ナップスターが提供する定額会員制サービス「Napster To Go」に対応。月々1,980円（税込）で約150万曲

もの楽曲を、思う存分に楽しむことができます。さらに、F903iを購入された方には「Napster To Go」を2週間無料で体験

できる特典付き。お気に入りの音楽を思う存分ダウンロード可能です。

MUSIC STORE

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※がさらに進化しま

した。一定時間経過後に開閉ロックがかかるようになったうえ、待受画面

以外からでもロックをかけることが可能です。

※プッシュトークキー、ミュージックキー、サイドキーはロックされません。

＊掲載されているサービス名は各社の商標または登録商標です。サービス名は変更になる場合があります。

FINGERPRINT

CLOSING MOTION

PRIVACY MODE

IC CARD LOCK

HIGH QUALITY

EASY SHOOTING

SKETCH

静止画／動画撮影の両方に対応した、手ぶれ補正機能を搭載しました。

F903iでは、どんな撮影サイズでも手ぶれ補正が使えるので、サイズ

の大きい写真も手ぶれしないで撮影できます。

11 MUSIC 12SECURITY & CAMERA

PC

モノクロスケッチ

画質

電話帳用

Sub-QCIF

QCIF

横待受用

縦待受用

CIF

画像サイズ

96×72

128×96  

176×144

  320×240※

  240×320※

352×288

画質

横長VGA

縦長VGA

SXGA

UXGA

3M

画像サイズ

  640×480※

  480×640※

1280×960※

  1600×1200※

  2000×1500※

※アウトカメラのみ。

SECURITY

充実のセキュリティスペックが、安心のケータイライフを実現する。

ハイクオリティ有効約3メガピクセルカメラ搭載

CAMERA

アウトカメラに、有効約320万画素の高感度CMOSカメラを搭載し

ました。さらに、オートフォーカスをはじめ、最大65段階25倍リニアズー

ムや薄暗い場所でも明るく撮れるナイトモードを装備。充実の撮影機

能で、クオリティの高い写真撮影が楽しめます。

手書き風画像が楽しめるスケッチ撮影

動画／静止画対応のダブル手ぶれ補正

カラースケッチ

カラースケッチとモノクロスケッ

チの2種類が楽しめます。友だち

の顔などを撮影すれば、似顔絵の

ような写真撮影を楽しむことも

できます。

＊画像はイメージです。

MUSIC



数々の脳を鍛えるためのトレーニングを提供していることでおなじみの

東北大学川島隆太教授監修のもと、脳を鍛えるケータイオリジナルゲーム

をプリインストール。トレーニング内容は「脳力」「計算力」「判断力」「記憶

力」の4カテゴリ全20種類。子供から高年齢の方まで幅広く楽しめます。

東北大学 川島隆太教授監修
「ケータイ脳力ストレッチング」をプリインストール

ケータイゲームの楽しさを変えるメガ iアプリ

DCMXは簡単に入会できて、安心して使える

ケータイクレジット。F903iでは、DCMXを

すぐに使えるように「iD™」アプリとDCMX

アプリをプリインストールしました。

ケータイクレジット「DCMX」搭載

＊利用限度額が拡大するDCMXにアップグレードすることもできます。 

＊DCMXは右のマークのあるお店でご利用できます。

ほかにも多彩な基本機能が、さらなる使いやすさを可能にする。

ドコモケータイdatalink ダウンロードURL

http: / /datal ink.nt tdocomo.co. jp

＊ダウンロード方法、操作方法などの詳細については、http://datalink.nttdocomo.co.jpをご覧ください。

BASIC FUNCTION

F903iには、メールがさらに楽しくなる工夫が満載。リュウミンフォント、

ゴシックフォントに加え、かわいらしい書体（ひらがな／カタカナ）が魅力の

「プリティー桃」などといったダウンロードフォントに対応しており、これ

まで以上にメールを楽しめます。

さらに楽しめるメール機能

※ダウンロードフォントは「@Fケータイ応援団」でのご提供となります。

フォントの種類を変えるだけでメールの印象がガラリと変わります

現金やポイントカード、チケット、会員証などをケータイでまとめて使

えるおサイフケータイがさらにパワーアップ。おサイフケータイとし

て使える容量が従来の3倍もの大容量になったので、より多くのサー

ビスを使うことが可能になりました。またトルカでは、ケータイを読

み取り装置にかざすだけでケータイに入っているトルカをクーポン

券などとして利用することもできます。

進化したおサイフケータイ＆トルカ®

演算子当て ブロック数え

ゴシック（漢字／英数字）

リュウミン（漢字／英数字）

プリティー桃（ひらがな／カタカナ）

ビジネス書類の拡大・縮小もスムーズ

文字入力にはF902iSで好評だったATOK＆

AI推測変換APOT®を継承。ひとつのボタン

でカナ・英・数を切り替えられたり、同音語を

変換し分けたりと、使いやすさ抜群の文字入力

機能です。

文字入力には好評のATOK®を継承

ネットワークねつとわーく
お茶が／熱い

夏は／暑い

おちゃがあつい

なつはあつい

【大文字・小文字ミス補正】 【AI変換】（同音語を変換し分けます）
Word、Excelなどといったビジネス書類も

F903iなら閲覧可能。ヨコモーションで閲覧す

れば、1行の表示文字数が増えるため、見やすさ

もアップ。さらに、拡大・縮小がスムーズに行える

など、PC画面で閲覧している状態に近い感覚で

チェックできます。また、最大2MBのファイルを

メールに添付できるようになりました。※

Word、Excel、PowerPointなども閲覧可能

※添付できるファイル数は最大10個まで、ファイル容量は合計2MBまでとなります。

＊Word、Excel、PowerPointのファイル表示技術は、Picsel Technologiesにより実現しています。

iモードサイトからダウンロードして追加もできるデコメ絵文字。

さらに「デコメ絵文字ポケット」アプリを使えば、検索・追加の操作も

簡単です。

デコメピクチャを絵文字感覚で使える「デコメ絵文字」

大容量iアプリが、迫力のメガゲームコンテンツを実現します。もちろん

ゲームコンテンツもとっても豊富。迫力の3Dグラフィックなどを

F903iで存分に味わえます。

電話帳／メール／写真など、ケータイのデー

タをPCに読み込んで、ケータイの中身を整

理したり、日々のケータイ生活を振り返るこ

とができるソフトに対応しました。F903iと

PCを同梱のUSBケーブルで接続して利用

できます。

データリンクソフト「ドコモケータイdatalink™」に対応

＊2006年10月27日現在、39の国・地域（テレビ電話は30の国・

地域）でご利用になれます。 ＊海外での充電には「FOMA海外兼用

ACアダプタ 01」をご利用ください。

グループで通話が楽しめる「プッシュトーク™」

待ち合わせや気軽な連絡手段として活用できるプッシュトークがさらに

便利になりました。プッシュトーク中でも新しいメンバーを、途中から

呼び出すことも可能です。※

※発信者が本機能対応機種の場合、メンバー追加が可能となります。追加されるメンバーは本機能の非対

応機種でも呼び出しできます。 ＊最大5人まで通話できます。

iチャネルは、ニュースや天気、芸能／スポーツ、

占い等の最新情報を特別な操作をすること

なくケータイ画面に表示させるサービスです。

さらに、F903iでは自分の知りたい情報をお

好みで流せる「おこのみチャネル」も表示可

能になりました。

待受画面に最新情報がテロップ表示される「 iチャネル™」

F903iは、国際サービス「WORLD WING」

に対応。3Gネットワークのサービスエリアなら、

海外でもいつもの電話番号・メールアドレス

が使えたり、iモードやテレビ電話が楽しめます。

海外でも1台で使える国際サービス「WORLD WING®」対応

おサイフケータイ同士をかざし合うだけで、電話帳や写真、トルカな

どを交換することができます。

便利なiC通信に対応

iモードからダウンロードしたお気に入りのキャラクター画像を使って、

各種画面を自分好みにカスタマイズすることが可能です。

かわいい「きせかえツール®」

いつもの電話にメッセージを添えて、会話を

する前に「気持ち」や「用件」を伝えることが

できます。音声・テレビ電話で利用できます。

相手の着信画面にメッセージを入れられる「着もじ®」

テレビ番組表とAVリモコン機能が一つになった便利なiアプリです。

BSデジタル番組表に対応したほか、検索機能も向上しました。

ケータイがリモコンになる「Gガイド®番組表リモコン」

ケータイ紛失時などに、My DoCoMoか

ら自分のケータイの位置を検索できるサー

ビスです。My DoCoMoとは、登録無料

のPC向けドコモユーザーサポートサイト

のこと。My DoCoMoに登録しておけば、

万一の紛失の際にも安心です。

万一の紛失にも安心の
「ケータイお探しサービス™」

F903iに保存されている電話帳・メール・

静止画データをお預かりセンターに預

けることができます。

便利な
「電話帳お預かりサービス®」

＊ケータイお探しサービスは有料サービスですが、2007年6

月末まで無料（10回／月まで）でご利用いただけます。

＊電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービス

です。[月額105円（税込）]

万一、F903iを紛失してしまった場合

などは、ドコモに電話するだけで電話帳

の個人データやICカード機能を遠隔操

作でロックすることができます。

安心の
「おまかせロック®」

＊My DoCoMoからでもロックすることができます。 ＊圏外

や電源OFF、セルフモード中の場合はロックできません。 ＊おま

かせロックは有料サービスですが、2007年2月末まで無料で

ご利用いただけます。

®

＊画像はイメージです。13 BASIC FUNCTION 14BASIC FUNCTION



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。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

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。

モバイルフォン事業本部マーケティング統括部セールスプロモーション部製造元
＊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。

受付時間：午前9：0 0 ～ 午後7：0 0／土・日・祝日  午前9：0 0 ～ 午後5：0 0（年末年始を除く）

お問い合わせ先〈DoCoMo 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。

　一般電話等からの場合

0120-800-000
＊携帯・自動車電話、PHSからもご利用になれます。

MB0357

プリインストールiアプリF903iカラーバリエーション

 ＊地域によって受付時間は異なります。

A列車で行こうi for F

©2006 ARTDINK. /©HUDSON SOFT

ZOOKEEPER DX F

©Buddiez,inc. ©T2i Entertainment

ロジックパズル F

■ゼンリン地図＋ナビF

■デコメ絵文字ポケット

■「DCMX」クレジットアプリ

■ケータイクレジット「iD」

■Gガイド®番組表リモコン

2006年11月現在

ROSSO（ロッソ） COBALTO（コバルト） NERO（ネーロ） BIANCO（ビアンコ）

03-3200-3166

ケータイ脳力ストレッチング
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「FOMA／フォーマ」「iモーション／アイモーション」「iモード」「iアプリ／
アイアプリ」「おサイフケータイ」「きせかえツール」「ドコモケータイdatalink」
「iチャネル」「プッシュトーク」「トルカ」「着もじ」「DCMX」「iD」「おまか
せロック」「電話帳お預かりサービス」「ケータイお探しサービス」」「パケ・
ホーダイ」「WORLD WING／ワールドウィング」および「i-mode」ロゴ、
「i-αppli」ロゴ、「DCMX」ロゴ、「WORLD WING」ロゴ、「iチャネル」
ロゴ、「着もじ」ロゴ、「おまかせロック」ロゴ、「電話帳お預りサービス」ロゴ、
「ケータイお探しサービス」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
Microsoft、Windows、Microsoft PowerPointおよびWindows 
Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に
おける登録商標です（Windowsの正式名称は、Microsoft Windows 
operating systemです）。
Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国Microsoft Corporationの商品
名称です。本カタログではExcel、Wordのように表記している場合があります。
「ATOK」「APOT」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
miniSDおよび　   はSDアソシエーションの商標です。
microSDは商標です。
「着うたフル」「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
の登録商標です。
「Napster」および「ナップスター」は、Napster,LLC.の米国内外に
おける商標です。
「Gガイド」は、米Gemster-TV Guide International, Inc.またはその
関係会社の日本国内における登録商標です。
@niftyは、ニフティ株式会社の商標です。
「goo」はNTTレゾナント株式会社の登録商標です。
「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。
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。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
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。
Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, 
P icse l  Document  V iewer ,またPicse lキューブロゴはPicsel  
Technologies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（ドニーチョはご契約いただけません）。
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。

（2006年11月現在）

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。
●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。

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

指紋認証の特性とご注意 ●本機能の利用は「端末暗証番号」の入力時となります。留守番電話サービス、転送でんわサービスなどにご契約いただい
た場合にお決めいただく「ネットワーク暗証番号」や、マイメニュー登録・削除、メッセージサービス、ｉモード有料サービスのお申

し込み・解除、メール設定などを行う際に必要な「ｉモードパスワード」の入力時に、本機能を利用することはできませんのであらかじめご了承ください。●本機能は指紋画像の特徴情報
を照合するものです。このため、人によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。●指の状態が以下のような場合は指紋の登録が困難になったり、認証
率（正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される割合）が低下することがあります。・濡れたり、汗をかいている場合・お風呂上がりなどで指がふやけている場合・指に汗や脂が多く、
指紋の間が埋まっている場合・手が荒れたり、指に損傷（切傷、ただれなど）を負っている場合・手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合・指が泥や油などで汚れている場合・太った
り、やせたりして指紋が変化した場合・摩耗して指紋が薄くなった場合●指紋認識技術は完全な本人認識・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、ま
たは使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

 

 ◎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：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。 ※2：海外での充電には、FOMA海外兼用ACアダプタ 01をご利用ください。 ※3：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。

F903iの主な仕様

約102×50×24mm（折りたたみ時）

約131g※10

約160分（イルミネーションのOFF時約180分）

約100分（イルミネーションのOFF時約110分）

約540時間※12

約380時間※13

約2.4インチ262，144色TFTカラー液晶※14（240×320ドット）

アウトカメラ：有効約320万画素CMOS

インカメラ：有効約11万画素CMOS

約130分

約130分

音声通話時

テレビ電話時

静止時

移動時

ツインカメラ

FOMA ACアダプタ 01

FOMA DCアダプタ 01 

外形寸法（H×W×D）

質量

連続通話時間※11

連続待受時間※11

ディスプレイ

カメラ

各種充電器による充電時間

F903iの主な機能

■テレビ電話・iモード®・iアプリ・トルカ

テレビ電話

iモード

iアプリ

トルカ

キャラ電®対応

ズーム

撮影効果

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

PDFコンテンツダウンロード

プリインストール

ダウンロード（フォルダ）

○（プリインストール2件、ダウンロード最大50件）

アウトカメラ最大16倍／インカメラ最大2倍

6種類（標準／夕景／逆光／海・雪／モノトーン／セピア）

最大100件（20件）

最大100件※7

最大1000件※7（静止画撮影保存件数含む）

最大500件※7

最大100件※7

9件

最大100件※7（20件）

最大100件※7

■メール
送受信可能文字数

同報送信

送信メール（フォルダ）

受信メール（フォルダ）

受信／送信メール

自動振り分け

デコメールテンプレート

メール着モーション®

チャットメール

設定可能条件数

振り分け条件

全角最大5000文字

最大5アドレス

最大200件※7、※8（26件［iアプリ専用フォルダ5件含む］）

最大1000件※7、※8（46件［iアプリ専用フォルダ5件含む］）

最大30件

6種類

30種類

○

○

●コンテンツ移行対応 ●着もじ ●電話帳お預かりサービス ●おまかせロック ●トルカ ●ミュージックプレーヤー
機能（WMA対応） ●フルブラウザ ●赤外線通信対応 ●PDF対応ビューア ●自動時刻補正機能 ●音声
通話／テレビ電話切替 ●FOMAプラスエリア ●プッシュトーク●iチャネル ●iモード FeliCa ●Gガイド®

番組表リモコン ●きせかえツール ●GPS ●3Gローミング

■その他

電話帳

スケジュール

ドキュメントビューア

miniSD™メモリーカード

microSDメモリーカード

F903i本体

FOMAカード

最大700件※9（5番号5アドレス）／誕生日／テキストメモ／

郵便番号、住所／位置情報／会社名／役職名／URL

最大50件（1番号1アドレス）

最大300件

最大100件

―

○

メールアドレス／題名／メモリ番号／
グループ／電話帳登録なし／条件なし（　　　　　　      　　　　　  ）

＊アクセス方法は予告なしに変更されることがあります。

カメラ機能

静止画保存件数（目安） ＊サイズ制限：制限なしの場合

本体メモリ

画像サイズ（ドット）

動画記録時間（目安） ＊画像サイズ：128×96ドット、メール添付用（大）の場合

本体メモリ 本体メモリ

画像＋音声 音声のみ画像のみ画像＋音声音声のみ画像のみ撮影種別 撮影種別

L  P

STD

66分

42分

H  Q

HQ+

108分

－

42分

14分

30分

12分

－

164分

112分

56分

ファイル形式

撮影種別

最大保存件数※3

撮影サイズ

画像＋音声、画像のみ、音声のみ

100件（iモーション※4 のダウンロード件数含む）

128×96ドット（Sub-QCIF）／176×144ドット（QCIF）／
320×240ドット（QVGA）※2

MP4（MobileMP4）

メール添付用（大）

128×96ドット

メール添付用（小）

803秒

504秒

365秒

150秒

L  P

STD

H  Q

HQ+※2

1回あたりの

撮影時間※5（目安）

（画像＋音声）

197秒

124秒

90秒

37秒

L  P

STD

H  Q

HQ+※2

動画関連

パノラマ撮影

カメラ設定

ズーム

バーコードリーダー

連続撮影

撮影モード

静止画撮影

動画撮影

撮影時の機能

 
明るさ

色の濃さ

○

5段階

5段階

静止画撮影、動画撮影（各5種類）

待受用、QCIF用（各18種類）

○

リニア最大65段階約25倍（インカメラは2倍）

デジタル最大9段階約20倍（インカメラは2倍）

2～6枚※1

静止画撮影（18種類）、動画撮影（10種類）

JANコード、QRコード（16分割対応）、

NW7コード、CODE39コード

3M
2000×1500

エコノミー

スタンダード

ファイン

23枚

14枚

7枚

UXGA
1600×1200

58枚

35枚

19枚

SXGA
1280×960

79枚

49枚

27枚

縦長VGA
480×640

206枚

143枚

86枚

横長VGA
640×480

206枚

148枚

87枚

CIF
352×288

431枚

327枚

206枚

横待受用
320×240

558枚

412枚

249枚

縦待受用
240×320

558枚

412枚

249枚

QCIF
176×144

604枚※6

604枚

499枚

Sub-QCIF
128×96

604枚※6

604枚※6

604枚

電話帳サイズ
96×72

604枚※6

604枚※6

604枚※6

※1：撮影した静止画は「イメージ」では1画像扱いとなり、撮影順に自動的に切り替え表示されます。1枚ずつ別々の静止画として扱う場合は、「パラパラマンガ」設定を解除します。
※2：メールに添付して送れません。※3：保存・登録した動画サイズにより、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。※4: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。※5：撮影内容により変動します。※6：プリインストール・コンテンツ（アイテム）を削除すれば、最大1000枚となりますが、お買い上げ時の状態での上限は、約604枚とな
ります。※7：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。※8：iモードメールとショートメッセージの合計件数。※9：各電話帳データ
の登録内容により実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。※10：電池パック F09装着時の数値です。※11：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。データ通信実行時、iアプリのソフトを実行したときも、表記の通話（通信）時間や待受時間より短くなります。※12：FOMA端
末を折りたたみ、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。※13：FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組
み合わせた状態での平均的な利用時間です。※14：TFT（ThinFilmTransistor）…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。

＊microSDメモリーカードの対応状況は、http://www.fmworld.net/product/phone/での公開となります。

オプション（別売） 車載オプション（別売）

■ 電池パック F09

■ リアカバー F16

■ 卓上ホルダ F14

■ FOMA ACアダプタ 01

■ FOMA 乾電池アダプタ 01

■ イヤホンターミナル P001※1

■ 平型スイッチ付イヤホンマイク P001／P002

■ 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／P002※1

■ 平型ステレオイヤホンセット P01

■ FOMA USB接続ケーブル

■ FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※2

■ FOMA 室内用補助アンテナ

■ キャリングケースL 01

■ 骨伝導レシーバマイク 01

■ ステレオイヤホンセット P001※1

■ FOMA DCアダプタ 01

■ 車載ハンズフリーキット 01※3

■ 車内ホルダ 01

■ ＦＯＭＡ車載ハンズフリー接続ケーブル 01

FOMA関連商品（同梱品）

■ USBケーブル（試供品）

■ マイク付リモコン F01

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

古紙配合率
100％再生紙を
使用しています

このカタログは、100％再生紙および
大豆油インキを使用しています。

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。

撮影確認音

フレーム

ナイトモード


