
あんしんの使いやすさと
長く使える頑丈さ

F-03L

詳しくはドコモの
ホームページへ▶



見やすい 聞きやすい

大きな文字表示
メールや電話帳などの文字を標準＊の
約1.8倍まで拡大表示できます。

文字を拡大して、
もっと読みやすく。 はっきりボイス×高音質通話

雑踏など騒音が多い場所でも、
相手の聞こえにくい声を音域
ごとに強調・補正します。また、
高音質通話VoLTEの進化で、
聞き取りやすいクリアな通話が
ご利用になれます。

人混みの中でも、相手の声が聞き取りやすい。

あわせるビュー
使う人の年齢に合わせて画面の色味を調整し、識別しやすい配色にします。
※事前の設定が必要です。

最大輝度OFF 最大輝度ON

文字や画像もくっきり見やすく。
最大輝度モード
画面の輝度を上げて文字や画像
を見やすくする、最大輝度モード
を搭載しました。
※初期値はOFFです。また、実際の利用状況や
　環境によって見やすいと感じない場合があります。

＊F-03Lに搭載されているメール機能の標準フォント
　サイズとの比較です。

ほかにも聞きやすい機能

ほかにも見やすい機能

※事前の設定が必要です。

あわせるボイス2
高齢になるほど聞こえにくい高音部を調整して聞き取りやすくします。

はっきり・しっかり音をキャッチ。

音声通話の高音部分を自動で調整
聴
力（
高
音
） 70代
60代

80代

〈特大表示原寸大〉

日本語入力
ATOK

見やすい

UD
フォント

でか
着信音

でか
ボリューム

※次世代通話用コーデックEVS-WBに対応します。
※対応機種間での通話に限ります。



おサイフ
ケータイ

1680mAh
長持ちバッテリー ＊

使いやすい 便利・頑丈

登録できる機能例
●スケジュール  ●テレビ 　 ●電卓　
●ブラウザ　　  ●メモ　  　●カメラ
●画面保存　　  ●最大輝度
●アラーム　　  ●Eメール
●ドコモ電話帳  ●ドコモメール etc.

短押し／長押しの組み合わせで
最大6機能まで設定できます

お気に入り機能ボタン
よく使う機能を3つのボタンに登録。設定も変更もカンタンにできます。

よく使う機能がすぐに使える。

ワンプッシュでオープン
ボタンひと押しで開くことができ、
やりたいことがすぐ始められます。

パッと開いて、
サッと使える便利さ。

、

Push!

※通話の録音にはmicroSD™カード（別売）が必要です。 ※事前の設定が必要です。
※本体へ保存の場合は最大50件までになります。 防水・防塵

防水（IPX5／IPX8）、防塵（IP6X）対応なので、キッチンや庭などの幅広い
シーンで、あんしんして使えます。 ※防水・防塵について詳しくは裏面をご覧ください。

ほかにも使いやすい機能

＊モバイルSuiCaには非対応です。

通話メモ
通話中に手動で録音操作ができ、後から内容を確認できます。さらに、
「自動通話メモ」を設定しておけば、最初から最後まですべて録音OK。

再生速度変更
録音した音声は、倍速でも
ゆっくりでもお好みの速さ
に再生できます。

通話の録音や再生も思いのままに。

雨風にも、落下にも耐える頑丈さ。
米国国防総省が定めたMIL規格14項目準拠
落下をはじめ耐久性・防水性など数々の試験を
クリア。厳しい環境下でもあんしんして使えます。
※MIL規格について詳しくは裏面をご覧ください。

低圧保管低圧動作低温保管
（-30℃固定）

防水（風雨） 高温保管
（70℃固定）（60℃固定）

高温動作 低温動作
（-20℃固定）

（連続）
耐日射防湿防水（浸漬） 防塵

（6時間風速有り）
塩水耐久 耐振動落下

その他の機能 ●カメラ　●歩数計　●ワンセグ　●アラーム　●地図アプリ　●ブラウザ
●ボイスレコーダー　●赤外線　　●Wi-Fi　　　●Bluetooth 　●テザリング etc.



主な仕様

ドコモnanoUIMカードでのみご利用いただけます。ドコモUIMカード（FOMAカード）ではご利用いただけません。
なお、ドコモnanoUIMカードは、対応機種以外ではご利用になれないほか、ドコモUIMカードからのご変更の場合は、
ご利用のサイトやデータなどの一部がご利用になれなくなる場合があります。

本体付属品
○電池パック F36　○リアカバー F91　○卓上ホルダ F49
○クイックスタートガイド

オプション
○キャリングケース 02
○ポケットチャージャー 04B
○ACアダプタ 05

○DCアダプタ 05
○海外用AC変換プラグＣタイプ　01
○USBケーブルA to B 01／1.2M〈ブラック〉

＊1　使用する外部メモリのメーカーにより、最大対応容量は異なります。最新の対応状況について、詳しくはメーカーホームページなどで
ご確認ください。また、機種・コンテンツにより制約があります。　＊2　通信速度は、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。　
＊3　一部のエリアに限ります。詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。　＊4　高音質通話、海外ローミングなどに対応。　
＊5　Bluetooth機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、データのやりとりができない場合があります。対応プロファイルにつ
いて、詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。　＊6　WORLD WINGの通話・通信料は国内での通信を対象とした各種割引
サービスの適用対象外です。海外でのご利用について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。　＊7　IPX5とは、内径6.3mm
の注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器として
の機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに
通信機器としての機能を有することを意味します。　＊8　IP6Xとは、保護度合いをさし、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に
商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに内部の塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。　＊9　ワンセグ・フルセグ放送
は、利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。ワンセグアンテナは本体に内蔵されており、端末全体がアンテナの
役割をしています。よりよい条件で受信するためには、手で覆う部分が最小になるようにしてください。ワンセグ・フルセグサービスについて、
詳しくは「一般社団法人放送サービス高度化推進協会のホームページ」（www.apab.or.jp）などでご確認ください。NHKの受信料に
ついては、NHKにお問い合わせください。　＊10　FeliCa方式のサービスがご利用になれます。モバイルdポイントカード、iD、楽天Edy、
QUICPay、ゴールドポイントカード、ビックポイントケータイ、東京ドームTDモバイル2のみ対応しています。（2019年4月現在）

サイズ［高さ×幅×厚さ／mm］
質量［g］（電池含む）
外部メモリ 最大対応容量
連続待受時間
連続通話時間
バッテリー容量
メインディスプレイ
サブディスプレイ
有効画素数［アウト／イン］
受信時最大速度／送信時最大速度
VoLTE／VoLTE（HD+）
Wi-Fi［対応通信規格］
テザリング同時接続数［Wi-Fi／Bluetooth／USB］
Bluetooth［対応バージョン］
赤外線通信
WORLD WING［対応ネットワークLTE／３G／GSM］
接続端子
防水／防塵
ワンセグ／フルセグ
生体認証
おサイフケータイ［FeliCa搭載］
エリアメール

本体

カメラ

充電

通信

その他

ディスプレイ

約113×51×15.8mm
約133g
microSDHC 最大32GB＊1

LTE：約640時間／3G：約780時間／GSM：約580時間
LTE（VoLTE-WB）：約390分／3G：約540分／GSM：約530分
1680mAh（着脱可）
約3.4インチ TFT（FWVGA 480×854）
約0.8インチ 有機EL（96×39）
約810万画素／ー
112.5Mbps／37.5Mbps＊2＊3

○（EVS-WB）／ー＊4

802.11b/g/n（2.4GHz）
○（10／4／1）
○（4.2）＊5

○
○／○／○＊6

USB Micro-B
○（IPX5/8）＊7／○（IP6X）＊8

○／ー＊9

ー
○＊10

○

卓上ホルダ卓上ホルダ

防水（IPX5/IPX8）・防塵性能（IP6X）について
【お風呂での利用について】　本機はメーカー独自の試験基準に基づき高湿度条件下（浴室など）でご利用いただけることを確認しておりますが、
以下の点にご注意しご利用ください。　●固形せっけんやシャンプー、入浴剤の入った水など水道水以外のものをかけたり、水道水以外のもの
に浸けたりしないでください。それらが付着してしまった場合、直ちに常温の水道水で洗い流してください。　●湯船（温水）に浸けたり、落下
させたりしないでください。誤って落下させてしまった場合は、直ちに取り出してください。　●湿気の多い場所に長時間放置しないでください。
ご使用後は、浴室から取り出しておいてください。　●温水のシャワーを直接かけないでください。　●サウナでは本機を利用しないでください。　
●寒い屋外から暖かい浴室などに急に本機を持ち込まず、一度室内に置いて本体が温まってから持ち込んでください。　●浴室内では充電
を行わないでください。
【注意事項】　●本端末や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり、大変危険ですのでおやめください。そのほか
充電に関するご注意については、「ドコモのホームページ」でご確認ください。　●リアカバーや外部接続端子キャップはしっかりと閉じて
ください。接触面に微細なゴミ（髪の毛１本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、浸水の原因となります。　●送話口、受話口、スピーカー
などを尖ったものでつつかないでください。　●落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。　
●外部接続端子キャップ、内蓋のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしない
でください。また、ゴミが付着しないようにしてください。　●付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。本体が濡れている状態
では絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。　●規定水流（例えば、蛇口やシャワーから
肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。端末はIPX5の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。　
●万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れ
が落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。　●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。　
●水中を移動したり、水面に叩きつけたりしないでください。　●端末は水に浮きません。　●水滴が付着したまま放置しないでください。電源
端子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。　●送話口、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話
不良となるおそれがあります。　●リアカバーや外部接続端子キャップが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、
感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態で、NTTドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡くだ
さい。　●リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。　●リアカバーや外部接続端子キャップのゴムパッキンが傷ついたり、
変形したりした場合は、NTTドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。　●充電可能な温度範囲：5～35℃。使用環境：温度5～
40℃（ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る）、湿度45～85％。風呂場では、温度は5℃～45℃、湿度は45%～99%、
使用時間は2時間以内の範囲。　●本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用にあたって、すべての状況での動作および
無破損・無故障を保証するものではありません。また、調査の結果、お客さまの取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外
となります。　●本端末は無線を利用しているため、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、LTEサービス
エリアおよびFOMA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・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であっても
ご使用になれない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも
通話が切れることがありますので、ご了承ください。
［防水／防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりして
有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。］

●F-03L本体、ACアダプタ、ドコモnanoUIMカードなどのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。　●バッテリー
の交換は有料となります。　●F-03Lはiモード機能［iモードメール、iモードのサイト（番組）への接続、iアプリ®など］には対応しておりません。　
●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。　●充電時間は電源を「切」に
して、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。　●お客さまご自身でF-03L本体、
ドコモnanoUIMカード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。情報内容の変化・消失に関し、
当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。　●F-03Lは、データの同期や最新のソフト
ウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。
また、動画の視聴などを行うと、大量のパケット通信が発生します。そのため、Wi-Fi環境でのご利用を強くおすすめします。　●外部メモリは
すべての動作を保証するものではありません。　●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。　●日本国内においては、ドコモの提供するLTE/FOMAネットワークサービス以外ではご使用に
なれません。　●ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。　●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。　●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。

ご利用にあたってのご注意

◎「FOMA」「おサイフケータイ」「spモード」「iモード」「iアプリ」「dポイント」「iD」「WORLD　WING」「エリアメール」「VoLTE」ロゴは、
株式会社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。◎Wi-Fi®、Wi-Fiロゴ、および
Wi-Fi　Protected　Access®（WPA）はWi-Fi　Allianceの登録商標です。◎Wi-Fi　CERTIFIED™およびWPA2™はWi-Fi　Allianceの
商標です。◎SD、microSD、microSDHCおよびmicroSDXCはSD-3C,　LLCの商標です。◎Bluetooth®とそのロゴマークは、
Bluetooth　SIG,INCの登録商標で、富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社はライセンスを受けて使用しています。その他の商標および
名称はそれぞれの所有者に帰属します。◎「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。◎その他、本誌に記載されている会社名・商品名・
ロゴは、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。◎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。

MIL規格準拠について
米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）の14項目、落下、防水（浸漬）、防塵（6時間風速有り）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐振動、
防水（風雨）、高温動作（60℃固定）、高温保管（70℃固定）、低温動作（-20℃固定）、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管に準拠した
試験を実施。充電可能な温度範囲：5～35℃。使用環境：温度5～40℃（ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る）、湿度
45～85％。風呂場では、温度は5～45℃、湿度は45～99%、使用時間は2時間以内の範囲。本製品の有する性能は試験環境下での確認
であり、実際の使用にあたって、すべての状況での動作および無破損・無故障を保証するものではありません。また、調査の結果、お客さまの
取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

※商品の在庫状況により、購入できない場合がございます。店頭にてご確認ください。
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株式会社NTTドコモ
本カタログは2019年5月現在のものです。

【製造元】富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社 

F-03Lの操作および本カタログのお問い合わせ先
富士通サポートセンター  TEL 03-3570-6064
※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。

総合お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉
受付時間
午前9：00～午後8：00（年中無休）
※番号をよくお確かめの上、おかけください。

一般電話などからの場合

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。
0120-800-000

ドコモの携帯電話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。
（局番なし）151（無料）

DC001874

ドコモのarrowsシリーズスマートフォン・タブレット・ケータイ（spモード）など
最新機種や、らくらくスマートフォン・らくらくホンなどの製品をご紹介しています。

製品サイト「FMWORLD」　  https://www.fmworld.net/product/phone/

Silver Black Red

※掲載されている画像はすべてイメージです。


