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これまで通りに使いこなせる安心感と、

あなたの限りない好奇心を存分に満たせる

アクティブな大人たちにふさわしい一台です。

ネイビーピンクホワイト

わからないことは
無料で電話相談ができます

らくらくホンセンター

専用ボタンを押すだ
けで、電話がつなが
ります。専門のアド
バイザーが操作方法
などを無料でやさし
く教えてくれるので
あんしんです。

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

通話中に環境に合わ
せて自動で音声を調
整。雑音が多い場所
でも、相手が早口で
も聞き取りやすくな
ります。

ボタンのような感覚で
操作ができます
らくらくタッチパネル

「触れる」と「押す」の
違いをしっかりと区
別。スマホ操作が初
めてでも、誤操作を
防止して確実に操作
ができます。

たくさんの人に愛されている、「本物の使いやすさ」。

より使いやすく

進化

どんな時も

あんしん
歩いても
撮っても

楽しい

もしもし



かんたんに
アプリ起動
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あなたらしく便利に使える、進化した「やさしさ」。 さまざまな視点で見つめ直した、嬉しい「あんしん」。

さらに見やすく
大きな文字表示です
文字サイズ／UD新丸ゴフォント

見やすく読みやすい書体を採用。LINEなど
ダウンロードしたアプリも設定不要で大きな
文字で楽しめます。

キャッシュレス決済も
かんたんにします
かんたんアプリ起動

トップ画面やホーム画面からカメラキー
を長押しするだけで、あらかじめ設定し
たアプリがかんたんに起動できます。

アプリを自由に配置できます
スマホかんたんモード

一般的なスマホ
のような操作が
できるモードです。
横スライドする
ホーム画面で、よく
使うアプリや連絡
先も配置できます。

ワンセグ／FMラジオ＊

緊急時はもちろん、災害時にもインター
ネット通信なしで利用できます。

スマホ特有の入力を
使いこなせます

らくらくフリック入力

万が一の
時にも役立ちます

丸洗いできるから
いつでも清潔であんしんです

毎日使うスマートフォンは、
ウイルスの付着、指紋のベタつ
きなど、日常生活で汚れがち。
泡タイプのハンドソープで
洗うことができ、アルコール
ウェットティッシュなどで
ふき取りもできるので、いつ
でも清潔にしておけます。

不審な電話をけん制します

迷惑電話対策機能＊

未登録番号から着信があると、自分と相手に
注意喚起をします。

還付金詐欺対策機能＊

通話内容から還付金詐欺の疑いを検知する
とブザーと表示でお知らせし、相手
にも通知のうえ通話の録音を
開始します。

［洗えるスマートフォンについて］ ※国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの食器用洗剤を使って洗うことが
できます（富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社試験方法による）。無故障を保証するものではございません。ついた泡は、水道水でしっかりすすいでください。
濡れた状態では、充電しないでください。※ウェットティッシュは市販の「アルコール（エタノール）消毒液」および「アルコールタイプ（エタノール）のウェットティッシュ」をご
使用ください。泡タイプのハンドソープを使った洗い方とウェットティッシュの使用について詳しくは、富士通コネクテッドテクノロジーズの製品サイトをご確認ください。

カメラキーを
長押し

スマホのフリック操作で文字入力が行えます。
選択した文字を押し込むと十字のナビが固定さ
れ、指を離しても方向を確認できるので、慣れて
いなくても、落ち着いてフリック入力ができます。

＊あらかじめ設定が必要です。

＊ご利用にはイヤホンケーブル（別売）が必要です。

犯人側をけん制

オ＊

災害時にもインター
用できます。

ちます

売）が必要です。

振り込みを…

犯人側

原寸大　文字サイズ：最大

被害者側へ注意喚起



＊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 高音質通話、海外ローミングなどに対応。＊4 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。
＊5 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。＊6 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
内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。＊7 ワンセグ放送は、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。ワンセグ放送の受
信状態をよくするためには、アンテナを十分引き伸ばしてください。また、アンテナの向きを変えたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。ワン
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。＊8 必要最低限の機能のみ動作させることで、待受状態を長持ちさせることができます。＊9 FeliCa方式のサービスのみご利用に
なれます。機種によりご利用になれないサービスがあります。＊10  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。

ドコモnanoUIMカードでのみご利用になれます。ドコモUIMカード（FOMAカード）ではご利用になれません。
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。

［主な仕様］
サイズ（H×W×D）
質量
OS
CPU
内蔵メモリ（RAM／ROM）
外部メモリ　最大対応容量＊1

バッテリー容量　　　　　　　
ディスプレイ（サイズ／種類／解像度）
アウトカメラ（撮像素子／カメラ有効画素数）
インカメラ（撮像素子／カメラ有効画素数）
受信時／送信時 最大速度＊2

VoLTE対応
PREMIUM 4G対応
Wi-Fi（対応通信規格）
テザリング同時接続数
Bluetooth（対応バージョン）
赤外線通信
防水／防塵
ワンセグ／フルセグ
非常用節電機能
生体認証
おサイフケータイ
エリアメール
WORLD WING

約143mm×約70mm×約9.3mm
約143g

Qualcomm SDM450
RAM：3GB／ROM:32GB
1TB(microSDXC)
2,110mAh（内蔵電池）
約4.7インチ HD 有機EL（720×1,280）
有効画素数  約1,310万画素 CMOS 裏面照射積層型
有効画素数  約500万画素 CMOS 裏面照射型
最大150Mbps／最大50Mbps
○＊3（HD+対応）
ー
○(IEEE802.11a/ b/ g/ n/ ac)
Wi-Fi：10台  Bluetooth：4台  USB：1台
○（4.2）＊4

ー
IPX5/8＊5／ IP6X＊6

○＊7／ー
○＊8 非常用節電モード
ー
○（FeliCa搭載）＊9

○
○＊10

（ 対応「○」、非対応「ー」 ）
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※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 microUSB変換アダプタ B to C01の利用が必要です。  ＊2 すべての製品の利用を保証するものではありません。

■本体付属品
◎かんたん操作ガイド  ◎らくらくスマートフォンをお使いになる前に
■オプション品（別売）
◎卓上ホルダ F53  ◎キャリングケース 02 ◎ポケットチャージャー 04B＊1/04C  ◎ドコモ光ルーター 01 
◎ACアダプタ 05＊1/06/07  ◎3ポートACアダプタ 01  ◎DCアダプタ 05  
◎海外用AC変換プラグCタイプ 01  ◎ポータブルACアダプタ 01 kuruko＊1  ◎ポータブルACアダプタ02
◎HW-01Hセット  ◎USBケーブル A To C 02/0.5m  ◎USBケーブル A To C 02/1.0m
◎USBケーブル A To C 02/1.5m  ◎USBケーブル C To C 02/1.0m  ◎USBケーブル C To C 02/1.5m
◎microUSB変換アダプタ B to C 01＊2 

卓上ホルダ F53（別売）
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かんたん・キレイに撮影ができます
おまかせカメラ

シャッターを押すだけで撮影シーンに
合わせたベストな状態で撮影できます。

自分だけの
花図鑑ができます
花ノート

花を撮影するとAIが解析し名前を教えてくれます。
約400種類の花に対応し、撮影した写真と花の名前
が図鑑のように表示されます。

はじめてでも、かんたん
気軽にSNSを楽しめます
らくらくコミュニティ

共通の趣味や話題
を通じて、いろい
ろな人と交流する
ことができます。見
るだけでも楽しく、
最新のニュースや
便利な情報も配信
されています。

健康的で充実の毎日を連れてくる、豊かな「楽しさ」。

健康をサポートします
認知症予防支援

東海道五十三次を
歩くチャレンジで、
歩くことを習慣化。
毎日の平均歩数か
ら認知症の発症リ
スクを予測します。

血圧管理

血圧計に表示され
る画面を撮影し、
血圧をかんたんに
記録できます。

※血圧を測定するためには
血圧計（別売）が必要です。

※「歩いて予測 認知症リスク」は、65歳以上の方が対象となります。 
※らくらくスマートフォンは医療機器ではなく、本機能、もしくは
本機能で表示される内容は医療行為に用いることはできません。

※すべての花の認識を保証する
ものではございません。

※画像はイメージです。



　本チラシの内容は2020年8月現在のものです

総合お問い合わせ 〈ドコモ インフォメーションセンター〉 

※一般電話などからはご利用になれません。
（局番なし）

ドコモの携帯電話からの場合 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。

富士通サポートセンター

らくらくスマートフォン F-42Aの
操作および本チラシのお問い合わせ先

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。

※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。

このチラシには森林認証紙、
植物油インキを使用しています。

DC001987

2020.09【製造元】 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社

［ご使用にあたっての重要事項］ 防水／防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。●スロットキャップをしっかりと閉じてください。●キャッ
プが浮いていないように完全に閉じたことを確認してください。
［注意事項］ ●常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。●スロット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。●ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口／マイク、受話口、スピーカー、背面
マイク、スロットキャップ、通気孔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。●スロットキャップは防水／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。●オプション品は防水／防塵性能を有していません。●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。●水道水に浸けるときは、30分以内としてください。●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。●スロット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、ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。●スロットキャップが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故
障取扱窓口にてお取替えください。[防水／防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず必ず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。］

防水／防塵性能について

ご利用にあたってのご注意
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らくらくスマートフォンの使い方

http://www.fmworld.net/product/phone/
rakuraku/howtomovie/

基本の操作から独自機能まで
動画でわかりやすく説明

http://www.fmworld.net/product/phone/
rakuraku/special/article/0001/

いろいろな人と
共通の趣味や話題で
交流することができるSNS

動画でわかる

●らくらくスマートフォンF-42A本体、卓上ホルダ、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。●らくらくスマートフォンF-42A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、または弱い）などにより、通話（通信）・待受時間が半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。●らくらくス
マートフォン F-42A、ドコモnanoUIMカードに登録された情報内容は、お客さまご自身で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、当社として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。●お客さまがインストールを行
うアプリケーションによっては、お客さまのらくらくスマートフォン F-42Aの動作が不安定になったり位置情報やらくらくスマートフォン F-42A本体に登録され
た個人情報などが、インターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元およ
び動作状況について十分にご確認のうえご利用ください。●らくらくスマートフォンF-42A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。●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。このため、Wi-Fi環境でのご利用を強くおすすめします。●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、まれにお客様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。

◎｢おサイフケータイ｣は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。◎　　　　　　　　　　　　　　およびその他のマークは                      の登録
商標です。◎Wi-Fi®、Wi-FiロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。◎SD、microSD、microSDHCおよびmicroSDXCはSD-3C,LLCの商標です。◎Bluetooth®
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。◎「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。◎LINEは、
LINE株式会社の商標または登録商標です。◎「ラジスマ」ロゴは株式会社radikoの商標です。◎「UD新丸ゴ」は株式会社モリサワの登録商標または商標です。
◎「らくらくスマートフォン」 「らくらくコミュニティ」 の名称およびロゴは富士通コネクテッドテクノロジーズ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。


