


1 ＊らくらくスマートフォンシリーズ累計販売台数（2021年4月末時点）NTTドコモ調べ。 ※画像はイメージです。 2

一般的なスマホのように操作できる「スマホかんたんモード」
に切り替えも可能。ご家族の方もサポートしやすいモードです。

※らくらくタッチをOFFにすれば一般的なスマートフォンと同じタッチ操作もできます。

スマホ特有の文字入力を使いこなせます

［ スマホかんたんモード］

か
ん
た
ん

選択したキーを押すと、十字のナビ

が現れてフリック（指を払う）する方

向をわかりやすく表示します。その

まま長く押し続けると、指を離して

も十字のナビが固定されるので、

落ち着いてフリック入力ができます。

ピンク ホワイト ネイビー

スマホデビューでも
かんたん操作 押し込むと

カチっ！
ボタンを押すような感覚で

操作できる「らくらくタッチ

パネル」を搭載。スマホ操

作が初めてでも誤操作し

にくいのであんしんです。

※らくらくタッチOFF時の操作です。ONに設定されている場合、ナビの固定にはキーの押し込みが必要です。



※画像はイメージです。 4

らくらくスマートフォン初の2眼カメラ搭

載＊。マクロ撮影に切り替えれば、被写体に

近づいてもキレイに撮影できます。

2眼カメラでマクロ撮影もくっきり・キレイに

電話帳登録外からの着信をけん制する 「迷惑電話対策＊」

通話内容から詐欺の疑いを検出する 「還付金詐欺対策＊」

迷惑メールを自動判定する 「らくらく迷惑メール判定＊」

パスワード入力時に詐欺サイトを判定する「フィッシング詐欺警告＊」

で、いざという時にあんしんです。

詐欺からあなたを守るあんしん機能が充実

緊急時や災害時にインターネット通信なしで利用できます。

災害時に役立つ「ワンセグ」＊1「FMラジオ」＊2

「かんたん画面出力」では、かんたんな手順で

スマホの画面をテレビ画面に表示できます＊。

写真・動画をテレビの大画面で

＊2021年12月時点。

マスクでこもった相手の声を聞き取りやす

く補正する「マスク通話モード」と、自分の

声が小さい時には自動的に送話音量を

アップする「はっきりマイク」でお互いの声

がより聞き取りやすくなります。

＊注意喚起を行うのみであり、あらゆる詐欺や迷惑電話・メールを未然に防ぐ
ことを保証するものではございません。注意喚起された場合は、周りの人や近く
の警察にご相談をお勧めします。あらかじめ設定が必要です。

泡タイプのハンドソープでまる

洗いできるだけでなく、アルコー

ル除菌にも対応。いつでもスマホ

を清潔に保てます。

洗浄+除菌でいつでも清潔

※詳しくは裏表紙をご覧ください。

楽
し
い

聞
き
や
す
い

マスク越しの声も聞き取りやすく

ホームボタンが進化、指紋センサーも兼ねたボタンを押す

だけでロック画面が解除できるようになりました。

指紋センサーを初搭載*

よく使うアプリを「かんたんアプリ起動」に登録して

おけば、ロック画面からかんたんに起動できます。

キャッシュレス決済もすばやく 決済アプリを
さっと起動して
お支払い

便 

利

あ
ん
し
ん

＊1 ご利用にはテレビアンテナケーブル（同梱）をご利用ください。
＊2 ご利用にはイヤホン（別売り）が必要です。

ワイヤレスディスプレイアダプタ

■AIが撮影をサポート
［らくらくAIベストショット］

＊らくらくスマートフォンシリーズ初。2021年12月時点。　※あらかじめ設定が必要です。

シャッターを押したタイミングの前後画像

から、AIがおすすめの写真を自動で保存。

［AIシーン認識］
被写体を自動認識、シーンに合わせた

撮影ができます。

3

＊市販のワイヤレスディスプレイアダプタをご購入いただき、テレビに接続する必要があります。あらかじめ接続先の設定が必要です。

※あらかじめ設定が必要です。
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充実のあんしんサポート
専用ボタンを押すだけ
で「らくらくホンセン
ター」の専門アドバイ
ザーに相談できます。

「使い方ガイド」が進
化、「診断サポート」で
はお困りごとを診断し、
“わからない”の不安を
解消します。

スマホのお困りごとを、有料訪問レッスンや、わかりや
すい動画でサポートします。

健 

康

使
い
こ
な
し

健康を気にされる方におすすめの健康管理アプリを搭載。
歩数計をはじめ、毎日の健康状態を確認できます。

楽しく健康をサポート

＊1 メーカー基準によります。最厚部のサイズとは異なる場合があります。＊2 すべての容量を使用することはできません。＊3 メモリメーカーによって最大
対応容量は異なり、機種・コンテンツによって制約があります。＊4 規格上の基準値です。＊5  一部エリアに限ります。通信速度は、送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。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。対応エリアは「ドコモのホームページ」でご確認ください。＊6 渡航先のご利用可否については「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、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 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。 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」などでご確認ください。 NHKの受信料は、NHKにお問い合わせくだ
さい。＊10 同梱のテレビアンテナケーブルが必要です。

■充電時について  携帯電話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。 
■電池について  衝撃や過度な外圧を加えると、電池の破損・変形などにより発煙・発火などの原因となり大変危険です。 
■オプション品ご利用について ドコモの携帯電話機や充電器などのオプション品をお使いになる前に、取扱説明書をよくお読みの上、正し
くご使用ください。ドコモの携帯電話機に使用する充電器などのオプション品は、ＮＴＴドコモが指定したものをご使用ください。指定品以
外のものを使用すると、故障や火災、やけど、怪我、感電などの原因となります。

［ らくらくスマートフォン F-52B  主な仕様 ］
サイズ＊１ [高さ×幅×厚さ／㎜]
UIM
重量[g]（電池含む）
OS
CPU
内蔵メモリ＊2（RAM／ROM）
外部メモリ＊３ （最大対応容量）
ディスプレイ
ディスプレイ解像度（横×縦）
HDR

有効画素数／F値

バッテリー容量＊４

5G通信速度＊5（受信時／送信時の最大速度）
LTE通信速度＊5（受信時／送信時の最大速度）
VoLTE／VoLTE（HD+）
スグ電／スグアプ
WORLD WING＊6[対応ネットワーク：4G（LTE）／3G／GSM]
接続端子
ワイヤレス充電（Qi)
防水＊7／防塵＊8

ワンセグ＊9 ＊10／フルセグ
おサイフケータイ
生体認証
ハイレゾ

約143mm×約70mm×約9.3mm
nanoUIM
約153g
Android™ 11
2.0GHz + 1.8GHz　オクタコア
4GB／64GB
microSDXCTM （最大1TB）
約5.0インチ
Full HD+　1080×1980
ー
約1310万画素（メイン）／1.8
約190万画素（マクロ）／2.4
約810万画素／2.0
3400mAh（内蔵電池）
1.9Gbps／218Mbps
694Mbps／75Mbps
〇／〇
〇／〇
〇／〇／〇
USB Type-C
ー
〇（IPX5/8）／〇（IP6X）
〇／ー
〇
〇 （指紋）
ー

（ 対応「○」、非対応「ー」 ）
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■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  ◎テレビアンテナケーブル(試供品)

スマホの使い方が学べる、歩数でポイントも獲得

アウト

イン

［のうKNOW］［みんなで脳力ストレッチング］
東北大学加齢医学研究所
川島隆太教授監修の、脳を
鍛えるクイズやパズルなど
のゲーム10本と脳年齢測
定が楽しめます。

エーザイが販売するブレイ
ンパフォーマンス（脳の健康
度）セルフチェックツール
「のうKNOW＊」を年4回
まで無料でご利用
いただけます。

＊「のうKNOW」はエーザイ株式会社の商標です。

＊La Pointは商品やｄポイントと交換できます。

La  Member's（ラ・メンバーズ）は、スマホ使いこなし向上のお手伝いをします。また、前日の
歩数でLa　Point（ラ・ポイント）＊を獲得できるなど、歩いて健康に、そして毎日がより楽しく
なる特典もご用意しています。

会員数240万人＊以上！、大人世代が中心のSNS
かんたん操作で使いやすく、誰でも気軽に楽しめるSNSです。趣味やテーマで人と交流でき、
新しいことを学ぶ活力が得られたりと、あなたの毎日がワクワク楽しくなるコミュニティです。

（通話料無料）

米Qualcomm社のSnapdragon™ 480  5G Mobile Platformを搭載。 5G対応で省電力と
CPU性能のバランスがとれたパフォーマンスで快適な操作性を実現します。

バランスがとれた操作性を実現したQualcomm社製 SoC（システムオンチップ）搭載

6※画像はイメージです。

＊2021年8月時点FCNT調べ。



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。

FCNTサポートセンター

らくらくスマートフォン F-52B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。

DC002107

　本チラシの内容は2021年12月現在のものです。 2022.01

【製造元】 FCNT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。●スロッ
ト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。●強い水流（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

●以下の記載にかかわらず、まる洗い及びアルコール除菌には、塩素や塩素系添加物の含有量が0.05w/ⅴ%以下の液剤をご使用ください。●つけ置きや本体
の開口部（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）及び間に液剤が残ったまま放置することは故障の原因となります
ので、行わないでください。開口部に液剤が浸入した場合は流水でしっかり洗い流したうえで、乾いた清潔な布などで水分を十分拭き取り、自然乾燥させてくだ
さい。●ウイルスの完全除去を保証するものではありません。
［まる洗いについて］ ●まる洗いする場合、電源を切ってから行ってください。●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
庭用液体タイプの台所用洗剤を使って洗えます（FCNT株式会社試験方法による）。●無故障を保証するものではありません。●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。●洗い方の詳細については「FCNT株式会社のWebサイト」をご確認ください。
［アルコール除菌について］ ●除菌・消毒する場合、誤動作防止のため画面を消灯してから行ってください。●界面活性剤（台所用洗剤）、界面活性剤（家具用洗
剤）、次亜塩素酸水、アルコールを使用し、噴霧、拭き取り又はその両方を合わせた製品の消毒、ウイルス除去が可能です。●噴霧による場合、製品から5cm程度
離して霧吹きで噴霧して拭き取ってください。●拭き取りによる場合、アルコール除菌シート又はキッチンペーパーに液剤を浸み込ませたもので製品を拭き
取ってください。●噴霧・拭き取り後は水拭きをして液剤を取り除いてください。●「厚生労働省・経済産業省［独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）］・
消費者庁発表」の消毒方法をもとにFCNT独自試験を実施し、本製品に影響がでないことを検証しております。●無故障を保証するものではありません。●除
菌・消毒の詳細については「FCNT株式会社のWebサイト」をご覧ください。

まる洗い・アルコール除菌について

ご利用にあたってのご注意
●らくらくスマートフォンF-52B本体、ACアダプタ、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-52B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-52B、
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-52B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-52B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-52B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
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。◎ 　　　　　　　　　　　　　　 は               　 の商標です。◎Qualcomm、
SnapdragonはQualcomm Incorporatedの商標または登録商標です。Qualcomm SnapdragonはQualcomm Technologies, Inc.またはその子会社の製
品です。◎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。◎「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FCNT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。




