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事業等のリスク
本資料に記載されている、将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての記述は、当社グループが現在入手している情報に基づく、

現時点における予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として記載されているに過ぎません。また、予想数値を算定するためには、

過去に確定し正確に認識された事実以外に、予想を行うために不可欠となる一定の前提（仮定）を用いています。これらの記述ないし事実

または前提（仮定）は、客観的には不正確であったり将来実現しない可能性があります。その原因となる潜在的リスクや不確定要因としては

以下の事項があり、これらはいずれも当社グループの事業、業績または財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

また潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんのでご留意下さい。

1.携帯電話番号ポータビリティ制度、新規事業者の参入など市場環境の変化により競争が激化するなか、通信業界における
他の事業者及び他の技術等との競争に関連して、当社グループが獲得・維持できる契約数が抑制されたりＡＲＰＵの水準が逓減
しつづけたり、コストが増大する可能性があること

2.当社グループが提供している、あるいは新たに導入・提案するサービス・利用形態・販売方式が十分に展開できない場合、
当社グループの財務に影響を与えたり、成長が制約される可能性があること

3.種々の法令・規制・制度の導入や変更または当社グループへの適用により、当社グループの事業運営に制約を課されるなどの
悪影響が発生し得ること

4.当社グループが使用可能な周波数及び設備に対する制約に関連して、サービスの質の維持・増進や、顧客満足の継続的獲得・維持に
悪影響が発生し得ること

5.第三世代移動通信システムに使用している当社のＷ-ＣＤＭＡ技術やモバイルマルチメディアサービスの海外事業者への導入を
促進し、当社グループの国際サービス提供能力を構築し発展させることができる保証がないこと

6.当社グループの国内外の投資、提携及び協力関係や、新たな事業分野への出資等が適正な収益や機会をもたらす保証がないこと
7.当社グループの携帯電話端末に決済機能を含む様々な機能が搭載され、当社グループ外の多数の事業者のサービスが

携帯電話端末上で提供される中で、端末の故障・欠陥・紛失等や他の事業者のサービスの不完全性等に起因して問題が発生し得ること
8.当社グループの提供する製品・サービスの不適切な使用により、当社グループの信頼性・企業イメージに悪影響を与える

社会的問題が発生し得ること
9.当社グループまたは業務委託先等における個人情報を含む業務上の機密情報の不適切な取り扱い等により、当社グループの

信頼性・企業イメージの低下等が発生し得ること
10.当社グループが事業遂行上必要とする知的財産権等の権利につき当該権利の保有者よりライセンス等を受けられず、その結果、

特定の技術、商品またはサービスの提供ができなくなる可能性があること、また、当社グループが他者の知的財産権等の権利の
侵害を理由に損害賠償責任等を負う可能性があること

11.地震、電力不足、機器の不具合等や、ソフトウェアのバグ、ウィルス、ハッキング、不正なアクセス、サイバーアタック等の
人為的な要因に起因して、当社グループのサービス提供に必要なネットワーク等のシステム障害や当社グループの
信頼性・企業イメージの低下等が発生し得ること

12.無線通信による健康への悪影響に対する懸念が広まることがあり得ること
13.当社の親会社である日本電信電話株式会社が、当社の他の株主の利益に反する影響力を行使することがあり得ること



















拡大もじ・シンプルメニュー

設定しても全てのメニューで

文字が大きくならないのが不満。

他社の機種のように

シルバー向け端末以外でも

あらゆる階層で拡大文字に

なるような選択肢がほしい。

他社の機種を見習ってほしい。

繁華街や駅など、

うるさい場所だと音声が

聞こえにくいため、

全機種にはっきりボイスを

搭載して欲しい。

ボタンがあまりに押しにくい。

指が太いと他のボタンを押してしまう。

そもそもボタン配置を

十分検討していないのではないか。

ボタンの数も多すぎる。

もう少し機能を落としてもいいので、

薄くて小さいコンパクトな

携帯電話を作ってほしい。

携帯に指を

かざすことで、

健康チェックが

出来る端末を

開発して欲しい。

防水機能がついた

ワンセグがほしいです。

お風呂の中で見たいので。

他社にはあるのにドコモ

に無いのはなぜ？

他社の携帯電話を現在も所有していますが、ドコモの携帯電話と比較して、

ドコモの方が性能が優れ、軽さ、画質も良く、１台の携帯電話で出来る事が

非常に多く満足しています。ドコモの携帯端末は高額というイメージが

ありましたが、これならばと納得しました。

905 i シリーズはGSMにも対応して

日本人の渡航先のほとんどで使える端末に

仕上がっていて嬉しいです。

今後は防水やGPSの携帯電話が

増えてくるのを楽しみにしています。

905ｉから必要な機能が

全部入っていて、大変満足しています。

これからも、よりハイスペックな

ケータイをお願いします。

ダウンロードに

時間がかかるので、

次の駅に着いちゃう。

子供が大きくなり、

お金に余裕ができたら

使うかもしれないが、

今は料金面でムリ。

無料になれば

見るかもしれないが、

今のままならＰＣでいい。

画面が小さいから、

ケータイでは動画が

見づらい。画質や音質も

期待できない。

薄くて文字が大きい

ワンセグ携帯を

作って欲しい。

９シリーズだと本体が

厚くなるし、７シリーズ

だと薄くていいが文字が

小さいので・・・。

一般とらくらくホンの中間、

シンプル機能の携帯電話を作って欲しいです。

多機能がいらない人もいるので。

薄くて軽い携帯電話が

ほしいです。

7シリーズを増やしてください！

いかにもらくらくホンという

携帯は持ちたくないが、文字が

らくらくホンくらい大きくて

使いやすい携帯があれば欲しい。

見た目が若者向きなデザインの

らくらくホンを是非作ってほしい。

機能が全て使いこなせる訳じゃないから、

いらない機能をはぶいて、

打ちやすいボタン、見やすい画面、

携帯電話の色などを考えてほしい。

デザイン性重視の影響だと思うけど、

ボタンが小さすぎて押しにくい。

ケータイの動画は、暇なときに見られる。

アニメや音楽などガンガン見たい。

今では、生活の一部になっている。

ワンセグが付いている薄型の機種を増やしてほしい。

他社のワンセグの機種を見ると薄いので、

ドコモのワンセグ機種も薄いものを

多く開発してほしい。



905ｉから必要な機能が全部

入っていて、大変満足しています。

これからも、よりハイスペックな

ケータイをお願いします。

ケータイの動画は、暇なときに見られる。

アニメや音楽などガンガン見たい。

今では、生活の一部になっている。

ワンセグが付いている薄型の機種を

増やしてほしい。他社のワンセグの機種を

見ると薄いので、ドコモのワンセグ機種も

薄いものを多く開発してほしい。

機能が全て使いこなせる訳じゃないから、

いらない機能をはぶいて、

打ちやすいボタン、見やすい画面、

携帯電話の色などを考えてほしい。

お客様の声 お客様の声 お客様の声

お客様の声

充実の機能＋動画強化 豊富なスリムデザインラインナップ

多彩な動画サービス＆コンテンツケータイ動画

誰にでも使いやすいケータイ

オールラウンド動画ケータイ 個性派スリム



防水機能がついたワンセグがほしいです。

お風呂の中で見たいので。

他社にはあるのにドコモに無いのはなぜ？

繁華街や駅など、うるさい場所だと

音声が聞こえにくいため、全機種に

はっきりボイスを搭載して欲しい。

お客様の声

機能が全て使いこなせる訳じゃないから、

いらない機能をはぶいて、

打ちやすいボタン、見やすい画面、

携帯電話の色などを考えてほしい。

ワンセグが付いている薄型の機種を

増やしてほしい。

他社のワンセグの機種を見ると

薄いので、ドコモのワンセグ機種も

薄いものを多く開発してほしい。

もう少し機能を落としてもいいので、

薄くて小さいコンパクトな

携帯電話を作ってほしい。





個性派スリム 様々なライフスタイルにフィットする、
スリム

 

＆ パフォーマンス

 

× バリエーション

［ 706 i シリーズ コンセプト］

Easy・Everyone

N706ie

全階層拡大もじ

スタミナバッテリー

ワンセグ

SH706ie

トリプル

くっきりトークTM

ワンセグ

P706ie

しっかりトークTM

全階層拡大もじ

ワンセグ

P706iμ

世界 薄
※

 

9.8ｍｍ

ワンセグ

F706i

防 水

ワンセグ

SH706iw

ウェルネス

ワンセグ

SH706i

フルスクリーン

ワンセグ

SO706i

きせかえグローバル

ワンセグ GSM

N706i

Francfranc
コラボレーション

ワンセグ GSM

NM706i

コンパクト
ストレート

GSM

※

 

3G折りたたみ携帯電話において。

2008年5月26日現在、

パナソニック

 

モバイルコミュニケーションズ

株式会社調べ。

L706ie

使いやすい

簡単操作

GSM





N706ie P706ieSH706ieL706ie

個性派スリム 706i

誰にでも使いやすいケータイ



幅広い世代（everyone）から様々なご要望をいただいている

「見やすさ」

 

「聞きやすさ」

 

「使いやすさ」（with

 

ease）を追求。

薄型・コンパクトデザインの70Xiシリーズコンセプトを継承してつくられた、

お客様に楽しく（enjoy）お使いいただくための、新しいケータイ電話「７０６ｉｅ」。

誰にでも使いやすいケータイ
［

 

706

 

i

 

の特長 ①］

大きな文字で

「見やすい」

騒がしい場所でも

「聞きやすい」

誰にでも

「使いやすい」

706ie
 ×

 4 type



通話時のクリアな音質を追求

4つの
ワンタッチキー
搭載で簡単操作

 
（L706ie）

全階層拡大もじ／シンプルメニュー 文字入力も大きくピクト表示などの全てのパーツが拡大表示（N706ie）

見やすい 大きな文字で誰にでも見やすく使いやすい。

聞きやすい ケータイ電話の基本は「通話」。クリアな音質での通話にこだわりました。

使いやすい 細かな配慮で快適な使い心地を演出。

人間工学に基づき、
押しやすさを追求した
ボタン配置（P706ie）

相手の声をゆっくり変換し聞き取りやすい

片手で開けやすい

・ワンプッシュオープンTM

 

（P706ie）

・ワンタッチオープン（N706ie）

※

 

N706ie（写真左）と

 

N905i（同右）の比較

トリプルくっきりトークTM（SH706ie）／しっかりトークTM（P706ie）／ハイパークリアボイスTM＊（N706ie）

スロートークTM（SH706ie）

 

／ゆったりトークTM（P706ie）

※「トリプルくっきりトーク」「スロートーク」はシャープ株式会社の商標です。

※「しっかりトーク」「ゆったりトーク」「ワンプッシュオープン」は松下電器産業株式会社の商標です。

※「

 

ハイパークリアボイス」は日本電気株式会社の商標です。

＊ ハイパークリアボイスはSRS Labs, Inc.よりライセンスされたSRS VIP+技術とNECの音響技術により実現しています。



個性派スリム 706i
スリム ＆ パフォーマンス × バリエーション

F706i P706iμ SH706iwN706i NM706i SH706i SO706i



9.8mm超薄型ボディに
ワンセグ搭載

P706iμ

手軽に健康管理
ウェルネスケータイ

SH706iw

ビューアスタイルの
防水ワンセグ

F706i

スリム
 

＆ パフォーマンス
 

× バリエーション

様々なニーズにこたえる、個性派ラインナップ

 

706iシリーズ。

防水ケータイにも、超薄型モデルにも、要望の高いワンセグを搭載。

健康管理ができる機能も登場するほか、個々のパフォーマンスもさらに向上。

あなたのライフスタイルにフィットする、スリムデザイン・ケータイ。

［

 

706

 

i

 

の特長 ②］



デコメールが似たような感じのものが

多いので、いろんなバリエーションが

ほしいと思います。

お客様の声

905ｉから必要な機能が

全部入っていて、大変満足しています。

これからも、よりハイスペックな

ケータイをお願いします。

海外対応の携帯電話がふえて嬉しい。

もっとふえて欲しいです。

機能が増えて、機種やメーカーが

変わった時の戸惑いが大きくなった

気がします。操作性の統一は

できないものなのでしょうか。

災害にあったときに基地局が壊れても

自分の居場所が確認できるような

携帯がほしい。





＋

GSMローミング・ハイスピード・ワンセグ・GPS・２in1・DCMX iD
Music&Videoチャネル・直感ゲーム・きせかえツール・

フルワイドＶＧＡ液晶・・・・

※一部サービスに対応していない機種があります。

905i充実の
機能

人気のサービスを
Ver.UP↑

豊富なコンテンツ 新サービス機能の追加 ネットワークの充実動画の強化

オールラウンド動画ケータイ
［ 906 i シリーズ コンセプト］

905i の充実の機能に加えて、
動画関連のサービス/コンテンツを強化

デコメ
アニメ®

使える国
ますます拡がる

中国語対応
災害用地図

アプリ
ダイレクト

メニュー搭載

ホームＵ
（Ｎ906iL)

デコメ® 世界
ケータイ

しゃべって
翻 訳

地図アプリ
きせかえ
ツール

NEW





オールラウンド動画ケータイ
 

906i
充実の機能＋動画関連のサービス/コンテンツを強化

SH906iP906i SO906iF906i N906i

「GUNDAM

 

U.C0079」

©創通・サンライズ

 

©BANDAI NETWORKS



N906iL

onefone
N906iμ

AQUOSケータイ

SH906iTV

オールラウンド動画ケータイ
 

906i
ブロードバンド・スリム・ワンセグケータイ

※「アクオス」「AQUOS」「アクオスケータイ」「AQUOSケータイ」はシャープ株式会社の登録商標または商標です。



対応機種

 

９０６i  ７機種

 

７０６i ４機種デコメアニメ®

作成はカンタン！
ボタン操作による

仕掛けも！

アニメーションが
滑らか！

今まで以上に表現力豊かなデコメ®になりました。

全面Flash®を利用。
BGM連動なども可能！

テンプレートにメッセージや画像

 
をカンタン挿入

受信者側の操作で内容が変わる

 
ゲーム感覚のメールも！

メール利用者の３人に１人以上がデコメ
®

 

を利用！



オモシロ♪ キュート&クール！

スペシャル☆ 写真付メールや選択型メールも！

デコメアニメ®

カワイイ動物や人気のキャラがメールを演出！人気タレント等を使ったオモシロデコメ®で楽しさ倍増！

誕生日などの記念日に、スペシャルなデコメアニメ®を！ 写真を表示させたり、メールの展開を選択式にすることも！

©FutureScope



世界ケータイ

使える国ますます拡がる！

中国語の翻訳も！

海外旅行者の５人に１人以上（うち30％以上が905i利用者）が
WORLD WINGを利用！

©ATR-Trek Co.,Ltd.

iDの海外展開

対応機種

 

９０６i  全機種

 

７０６i 3機種
※706iは英語のみ

対応機種

 

９０６i  全機種

 

７０６i 9機種

６月下旬より順次、グアム・北京・上海で

ｉＤが使えるように！

空港、市内のショッピングやレストラン、

観光スポットなどでケータイ１つでお買い物。

日本語⇔英語を音声翻訳する

「しゃべって翻訳」が中国語に対応！

アメリカ・中国など15８の国・地域

（ｉモードは11７の国・地域）で！

3G＋ＧＳＭ対応ケータイ

対応機種

 

９０６i  全機種

 

７０６i ４機種

アジア・ヨーロッパなど56の国・地域で！

3G対応ケータイ

対応機種

 

７０６i 7機種

※2008月5月27日現在

 

※機種によって使える国・地域が一部異なります。

 

※ご利用可能な国と地域を示したイメージ図です。実際のご利用可能エリアとは異なります。

対応機種総計

 

26機種
対応機種総計

 

31機種

しゃべって翻訳アプリ



もしものときも

地図アプリが使える！

対応機種

 

９０６i  全機種
７０６i ９機種

避難所などへの

ナビゲーションが可能。

災害用伝言版や
イマドコかんたんサーチへリンク

対応機種

 

９０６i  全機種

 

７０６i 4機種地図アプリ

プリインストール機種拡大！

※Google, モバイル

 

Google マップは、Google,inc.の登録商標です。©2008 Google -

 

地図データ

 

©2008 Geocentre

 

Consulting, NFGIS, ZENRIN, Europa

 

Technologies

災害時に役立つ
メニューを集約

電波が繋がらない時は、

災害用地図アプリで

©2008

 

ZENRIN DataCom

 

co.,LTD.

モバイル Googleマップ
搭 載！

905i（GPS対応機種）ご利用の４人に１人以上の

お客様が地図アプリを利用！

平常時の便利はもちろん、

緊急時の安心も提供する地図アプリへ



●お客様のよく使う機能を4つにカテゴライズ。

●十字のメニュー構成で、直感的に使える。

● 近利用した機能を10個まで表示！

使いやすい

機種を変えてもあんしん

●機種を変更しても、ダイレクトメニューを

設定すれば、同じ操作で使えてあんしん。

ダイレクトメニュー
対応機種

 

９０６i  全機種
７０６i 8機種

※今後発売する機種にもダイレクトメニューを搭載予定。

※906iシリーズ以降、順次搭載予定。一部非対応の機種があります。
デザイン等は変更になる場合があります。

機種を変更しても、いつもの操作で

使いやすいメニューを！
４人に３人がメーカー変更時の、操作方法の違いを気にしている



ダイレクトメニュー
位置づけ/デザイン

長添雅嗣氏（Teeveegraphics,inc）

MICRON STUFF “STROBO”

 

MV日本テレビ

 

“ナイナイサイズ！”

メーカー
独自メニュー

シ
ニ
ア

ヤ
ン
グ

使う機能

 

限られている

使う機能

 

広範囲

ダイレクトメニュー

拡大もじ
メニュー

シンプル
メニュー

Ｍusic

 

Video・ＣＭを手がける若手映像ディレクター

位置づけ グラフィックデザイン

MTV “UK Top10”

 

Broadcast DesignBOOM BOOM

 

SATELLITES MV



ご自宅等のホームＵエリア内で高速大容量のパケット通信とおトクな通話が楽しめる！

FOMA基地局

【ホームＵ利用イメージ】

Ｎ906iL

ホームＵ

ホームＵ以外の

携帯電話・一般電話

ホームＵは、ご自宅などのブロードバンド環境を利用して、

ケータイで高速パケット通信とおトクな通話がご利用いただけるサービスです。※1

※1

 

ご利用にあたっては、ホームＵ対応ブロードバンド回線および対応ホームアンテナが必要です。また、「パケ・ホーダイ」または「パケ・ホーダイフル」のご契約が必要となります。

※2

 

54Ｍbpsとは、技術規格上の 大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。

対応機種
Ｎ906iL onefoneTM

月額使用料

 

980円
（税込1,029円）

お申込み必要

「ホームＵ」サービスご利用環境

FOMAご利用環境

ブロードバンド
回線網ホームＵ網

（ドコモ網）

送受信時 大54Mｂｐｓ（規格値）※2の
高速パケット通信！

24時間通話料無料！

ＦＯＭＡ通話料の3割引相当！



905ｉから必要な機能が全部

入っていて、大変満足しています。

これからも、よりハイスペックな

ケータイをお願いします。

ケータイの動画は、暇なときに見られる。

アニメや音楽などガンガン観たい。

今では、生活の一部になっている。

ワンセグが付いている薄型の機種を

増やしてほしい。他社のワンセグの機種を

見ると薄いので、ドコモのワンセグ機種も

薄いものを多く開発してほしい。

機能が全て使いこなせる訳じゃないから、

いらない機能をはぶいて、

打ちやすいボタン、見やすい画面、

携帯電話の色などを考えてほしい。

お客様の声 お客様の声 お客様の声

お客様の声

充実の機能＋動画強化 豊富なスリムデザインラインナップ

多彩な動画サービス＆コンテンツケータイ動画

誰にでも使いやすいケータイ

オールラウンド動画ケータイ 個性派スリム



お客様の声

ケータイの動画は、暇なときに見られる。

アニメや音楽などガンガン見たい。

今では、生活の一部になっている。

画面が小さいから、

ケータイでは動画が見づらい。

画質や音質も期待できない。

子供が大きくなり、

お金に余裕ができたら

使うかもしれないが、

今は料金面でムリ。

無料になれば見るかもしれないが、

今のままならＰＣでいい。

ケータイの動画は、

画質・スピードも問題ないので

積極的に使いたい。

ダウンロードに時間がかかるので、

次の駅に着いちゃう。



【

 

出 典 】『モバイル動画』市場受容性調査

 

株式会社ドコモ・ドットコム（2008年1月）

ケータイ動画の視聴意向は、現状の利用者も含め５６％となる。

好きな時に、好きな場所で見られることがケータイ動画の利便性である。

ケータイ動画の

視聴意向

ケータイ動画は、ふと時間ができた時に好きな場所で見られる





本格的な“ケータイ動画時代の幕開け”

ケータイの

高機能化

コンテンツの
多様化

ネットワークの
高速化

ＰＣ動画利用の増大

オンデマンド需要の

顕在化

ディスプレイの大画面化

様々な視聴スタイル

充実のサービスに対応

ユーザーニーズに

マッチした

豊富なコンテンツ

ＨＳＤＰＡ

ライフスタイルの

変化



本格的な“ケータイ動画時代の幕開け”

コンテンツの
多様化

ネットワークの
高速化

ＰＣ動画利用の増大

オンデマンド需要の

顕在化

ディスプレイの大画面化

様々な視聴スタイル

充実のサービスに対応

ＨＳＤＰＡ



ＰＣサイトの動画を

ケータイで視聴！

Ｐ Ｃ 動 画

FOMAハイスピード/ホームＵ

パケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル

ネットワーク

料 金

自分でためた動画を

ケータイで簡単に

持ち運び！

ユーザーコンテンツ

撮影した動画を

ブログなどへ簡単に

アップロード

動 画 アップロード

デコメアニメ®

テレビ電話

ワ ン セ グ

動 画
アップロード

Windows®

Media Video

ポケットＵ
ブルーレイディ

 
スク

 

レコー

 
ダー

 

映像転

 
送

iモードに充実の

動画コンテンツが

集結！

ｉモードコンテンツ

楽しみ方いろいろ！多彩な動画サービスラインナップ！

ワ ン セ グ

ケータイで

テレビを見るのは

もうあたり前！

映像でもっと

感情が伝わる！

映 像
コミュニケーション

Music&Videoチャネル

ビデオクリップ

ｉアプリムービー

50MBｉモーション
（ホームＵ経由）



ブルーレイディスクレコーダー映像転送

自宅のＰＣにとりためた

動画・音楽・画像・文書ファイル等を、

ケータイからアクセスし、

ケーブルレスでどこでも視聴。

ポケットＵ

対応機種

 

９０６i  全機種

 

７０６i 10機種
※一部制限あり

月額使用料
525円（税込）

自宅でためた動画はケータイで簡単に外へ持ち運ぼう！

対応機種

 

９０６i  全機種
７０６i

 

未定

ブルーレイディスクレコーダーで

録画した番組もケータイで

簡単に持ちはこび！

ビデオカメラやデジカメで撮影した映像

 
もケータイで楽しめる！

ブルーレイディスクレコーダーとケータイをＵＳＢケーブルで接続し、
「ワンタッチ転送ボタン」を押すだけで、簡単に転送可能！

ブルーレイディスクレコーダー

 

BDZ-A70



Flash8相当対応機種

 

９０６i  ７機種

 

７０６i ３機種

動画/画像２ＭＢアップロード

対応機種

 

９０６i  全機種

 

７０６i ４機種
※一部制限あり

WMV対応機種

 

９０６i  7機種

 

７０６i ３機種

動画のアップロードも、ＰＣ動画の閲覧もケータイで！

Windows Media®

 

Video /

 
フルブラウザＦlash®

 

対応

ＷＭＶ対応機種も拡大！

フルブラウザもFlash
®
（Flash８相当）に対応、

１ページの表示容量も拡大してより見やすく使いやすい！

iモードやフルブラウザ上に 大２MBまでの

動画・静止画を簡単操作でアップロードすることが可能に！

ブログやSNSなどのサイトがさらに楽しく！

©2007 EQUITY PICTURES MEDIENFONDS GMBH & CO．KG IV



14ジャンル

100番組以上

映画もアニメもお笑いも、丸ごとダウンロード！

Music&Videoチャネル ビデオクリップ ｉアプリムービー

長約３０分
アニメも

丸ごと配信

高画質
（H.264/30fps) 

ヨコフル画面

Push！
定期的に自動で配信

Download！
丸ごと保存

Streaming！
長時間再生

対応機種

 

９０６i  全機種

 

７０６i ７機種

月額使用料
315

 

円（税込）

対応機種

 

９０６i  全機種

 

７０６i ９機種

対応コンテンツ
により異なります

7,000

タイトル

以上

約 5～6分
ミュージック

クリップも

丸ごと保存

コンテンツ

多数

長時間
映画もドラマも

丸ごと再生

高画質
（H.264/30fps) 

ヨコフル画面

©MMVlll

 

New Line Productions，Inc．
Sex and the CityTM

 

is  a trademark of

 

Home Box Office，Inc．
All Rights Reserved．©吉本興業

GAGA☆USEN「SEX AND THE CITY」

（ギャガ・コミュニケーションズ）
music.jpチャンネル（MTI） 吉本お笑いｃｈ

（吉本ファンダンゴ）
アニメ．モビ

（提供：バンダイネットワークス）

©創通・サンライズHY



見やすく使いやすいポータルで動画コンテンツを思う存分楽しめる！

＜ ｉメニューＴＯＰ ＞ ＜

 

動画ポータルＴＯＰ

 

＞

動画ポータルリニューアル

検索もしやすい

豊富な動画コンテンツを

リストから検索しやすい

ディレクトリ検索機能を提供。

角川グループの
ノウハウを活用

角川グループとのコラボにより、

 
映画やアニメの予告編や

 
動画に関するニュースを配信！

すぐにアクセス！ まずはお試し！

動画ポータルを

ｉメニューＴＯＰに追加！

無料動画コーナーを新設し、

気軽に動画を試せる！

対応機種※

 

９０６i  全機種

 

７０６i 10機種

※ｉメニューＴＯＰへの「動画」表示の有無

 

（ＮＭ７０６ｉは非表示）



動画を気軽に体験いただくために・・・

夏キャンペーンで無料コンテンツを配信

無料コンテンツだけでなくイベントチケットも抽選でプレゼント！

MTV Unplugged
supported by NTTＤOCOMO

あの「MTV Unplugged」に、

ついにKREVAが登場！

オリジナルアコースティック

アレンジによるライブ映像など

スペシャル動画を配信！

a-nation‘08
powered by ウィダーinゼリー

今年の「a-nation」に出演が

決まった東方神起と

Every Little Thingの

新曲ドコモオリジナルPVが

観られる！もちろん「a-nation」

関連動画も満載！

よしもと史上初「お笑いコンテンツ

カウントダウン」発表！人気のケータイ

向けコンテンツを一挙紹介！

MCは次長課長＆タカアンドトシ！

AKB48×DOCOMO
New Single

 

独占配信

©avex

 

entertainment inc.

©吉本興業 ©AKS

©2008 MTV Networks

よしもと

 

お笑い
コンテンツランキング

AKB48の選抜メンバーによる

新曲「Baby!Baby!Baby!」の

PVやメイキング映像などの

スペシャルコンテンツを

無料で配信！



無料動画が充実！

夏キャンペーンで配信！

300本以上
※コンテンツプロバイダによるコンテンツ料無料キャンペーンです。



見たいと思ったその時に。豊富なコンテンツを好きな方法で楽しめる！

今なら動画300本無料。お笑いから映画まで動画観るなら「ドコモ動画」。

■見たいと思ったその時にダウンロード

■映画もその場でストリーミング再生

■寝ている間に定期的に自動配信

■ＰＣに保存している動画も

ケーブルレスでケータイから視聴可能

■ビデオクリップは7,000タイトル以上

■Music&Videoチャネルは100番組以上

■ｉアプリムービーも多数ラインナップ

■メジャータイトルも勢ぞろい！

■906ｉなら全機種３インチ以上の

ヨコ全画面表示

■ハイクオリティな画質

高値：圧縮形式

 

H.264 フレームレート

 

30 fps

■906i/706i 
※

ならハイスピード

（

 

3.6Mbps ）に対応！

大容量コンテンツもサクサクダウンロード。

■パケ・ホーダイで通信料も気にせず

ダウンロード

■今なら動画300本無料だから気軽に試せる！

■ｉメニューＴＯＰからすぐにアクセス

■検索機能でたくさんの動画コンテンツの

中から見たいタイトルがすぐに見つかる

好きな方法で楽しめる！

高画質/大画面

見やすく使いやすいポータル

今なら無料動画300本

サクサクダウンロード！

コンテンツは盛りだくさん！

※NM706i・SH706ie除く

スタイル

コンテンツ

画質/画面

アクセス

料 金

ダウンロード
速 度



「オールラウンド動画ケータイ」

「個性派スリム」

見たいと思ったその時に。豊富なコンテンツを

好きな方法で楽しめる！しかも今なら動画300本無料。

905i の充実の機能に加えて、

動画関連のサービス/コンテンツを強化

「ドコモ動画」

様々なライフスタイルにフィットする、
スリム

 

＆

 

パフォーマンス

 

×

 

バリエーション







※「ヨコモーション」「ヨコモーション・ケータイ」は富士通株式会社の登録商標です。ミラーブラック ミラーレッドゴールド ホワイト

F906i
いつでもクイック検索

「サーチキー」搭載ヨコモーション・ケータイ®

約 320万画素
サイズ

108×50×18.7mm
約 3.2インチ

フルワイドVGA



■ フィンガーポインター

フルブラウザや地図アプリ、メニューや各種画面の

スムーズな操作に指紋センサーを利用。

プライバシーモード®の利用状況を隠すことが可能な
ステルス認証方式を採用。

「サーチキー」をワンタッチすると
すぐ地図などの検索結果が表示。

ｉモードや
フルブラウザ、
地図・辞書など
アプリケーション
を選択。

検索する
キーワードを入力。

検索専用
「サーチキー」を搭載。

1 3

4

5
■ タップの直感操作

アラーム鳴動中に閉じたケータイを軽くタップすると、

簡単に音やバイブレーションを止めることが可能。

2

※「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。

©2008

 

ZENRIN DataCom

 

co.,LTD.

※ ホワイトは全面照光、ゴールド、ミラーレッド、ミラーブラックは文字照光となります。

※ 上記の光り方は周囲が暗いところでのイメージです。

歩いた距離や消費カロリー、脂肪燃焼量を確認できる歩数計機能を搭載。

いつでもクイック検索

「サーチキー」＆「クイック検索ウィンドウ」

7色のキーバックライト

「レインボーキーイルミ」搭載

健康作りに役立つ

｢ウォーキングチェッカー｣搭載

セキュリティ機能の充実

「フィンガーポインター」&

「タップ」の直感操作



N906i スマイルフェイスシャッター™

+ ダブル補正対応、5.2メガカメラケータイ

※「スマイルフェイスシャッター」は日本電気株式会社の商標です。

※ 各スペックは暫定値です。

約 520万画素サイズ
109×49×19.6mm

約 3.0インチ
フルワイドVGA

STREET BLACK EXTREME WHITEEXOTIC VIOLET



■ デスクトップインフォ

待受画面からワンタッチでメールやスケジュール

ｉチャネルなど様々な情報を一画面で表示。

■ スマイルフェイスシャッター

笑顔を検出して自動でシャッターが切れる。

6軸手ブレ＆被写体ブレのダブル補正にも対応。

撮影した画像は簡単操作でブログへ投稿可能。

■ クイックインフォ™

ワンセグ視聴中でもメールがテロップで流れスピーディにメール確認。

■ ＰＣライクキー

パソコンのような凹凸のあるキーを搭載し、

押しやすくスピーディーな文字入力が可能。

ヤマハサウンド搭載により臨場感あふれる高音質でワンセグを楽しめる。

※「デスクトップインフォ」「クイックインフォ」「ニューロポインター」は日本電気株式会社の商標または登録商標です。

スケジュール/
ToＤo

カレンダー 静止画表示

■ ニューロポインター

フルブラウザもスピーディーに操作可能。

メニューから[スマイルフェイス]を選択 顔を認識した後、「笑顔待ち」状態に。 被写体の笑顔に反応して自動的に撮影！

※画面はイメージです。

3

4

2

1

ヤマハサウンドで楽しめるワンセグ搭載

押しやすい｢PCライクキー｣＆スピーディな

操作が可能な「ニューロポインター®」

いつでもどこでもクイック検索＆

「デスクトップインフォ™」機能

「スマイルフェイスシャッター™」＆ダブル補正対応

 

5.2メガカメラ搭載



P906i 顔オートフォーカス対応の5.1メガカメラ搭載、

Ｗオープンスタイル®のVIERAケータイ®

※「Ｗオープンスタイル」「VIERAケータイ」は松下電器産業株式会社の登録商標です。
メタル ピンク

約 510万画素サイズ
108×50×17.4mm

約 3.1インチ
フルワイドVGA

「GUNDAM

 

U.C0079」

©創通・サンライズ

 

©BANDAI NETWORKS

ホワイト ブラック



ヨコ画面メガゲームを

プリインストール

「レイトン教授と不思議な町」
(©2007-2008 LEVEL-5 Inc.) 

「ＧＵＮＤＡＭ

 

Ｕ.Ｃ.００７９」
（©創通・サンライズ©BANDAI NETWORKS）

■ワイヤレスイヤホンセット02(別売）

ワイヤレスイヤホンセット02で

音楽だけでなく、ワンセグ視聴も

スマートに楽しめる。初回接続以降、

自動でBluetoothに接続され、

リモコンでチャンネル切替が可能。

同梱の専用ケーブルでケータイと

同時に充電可能。

メニュー画面も

ヨコスタイルに対応。

3.1インチ大画面、ワンセグアンテナ内蔵で、

より薄くスタイリッシュに！

モバイルＷスピード

 

OFF

15フレーム/秒

モバイルＷスピード

 

ON

30フレーム/秒

フレームレート変換技術「モバイルWスピード™」により、

通常1秒間に15フレームのワンセグ映像を

2倍の30フレームに変換し、なめらかな動きを表現。

※「Ｗスピード」は松下電器産業株式会社の商標です。※

 

Bluetoothは、Bluetooth SIG, INCの登録商標です。

1 2

3
4

よりスタイリッシュに進化した

Wオープンスタイル®

高画質なめらか映像が楽しめる

進化したVIERAケータイ®

顔オートフォーカス＆オート露出対応の

高画質5.1メガカメラ

ワイヤレスでワンセグ視聴可能な

Bluetooth®対応



SH906i 広角5.2メガカメラ搭載、直感的に操作できる
タッチパネルケータイ

約 520万画素サイズ
112×49×18.6mm

約 3.0インチ
フルワイドVGA

Pink White BlackBlue



■ タッチパネル

タッチメニューから画面を直接タッチしてワンセグやフルブラウザ

データＢＯＸ、カメラ等を直感的に操作できるタッチパネルを採用。

■ 手書き認証

タッチパネル対応で

より使いやすく。

■ 光TOUCH CRUISER

光学式センサーを採用。

決定ボタンとの一体化により

選択から決定への操作がスムーズに。

従来カメラ画角

 

(35mm相当) SH906iカメラ画角

 

(29mm相当)

■ NewモバイルASV液晶

「SVエンジン＋」を搭載、

液晶コントラスト

2000：1※を実現。

■新ベールビュー

上下左右からの覗き込みを防止。

表示パターンを

8種類の中から選べる。

※「TOUCH CRUISER」「アクオス」および「AQUOS」はシャープ株式会社の登録商標です。

※

 

Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。

広角29mmによるワイド撮影が可能。顔検出オートフォーカスや、

静止画6軸手ブレ＆被写体ブレのダブル補正に対応。

■ワイヤレスキーボード

横フルワイドメール文字入力画面で、
快適なメール作成を実現。

※ 画像は
イメージです。

※

 

ワンセグ視聴時/動画再生時において、シーン別制御

 

ON時

■DOLBY®

 

MOBILE

Bluetooth対応のワイヤレスヘッドホンで

DOLBY®

 

MOBILEの臨場感溢れる

高音質で音楽やワンセグが楽しめる。

33 AQUOSで培った技術による高画質3インチ

フルワイドVGA｢NewモバイルASV液晶｣

34 ワイヤレスキーボードとの連携も実現、

Bluetooth®

 

対応

1 使いやすさを追求した

直感タッチパネル＆「光TOUCH CRUISER」 2 高精細5.2M＆広角29ｍｍカメラ



SO906i 直感的にメディアと光を操る、
進化したBRAVIA®

 

ケータイ

※「BRAVIA」はソニー株式会社の登録商標です。

約 320万画素サイズ
103×49×18mm

約 3.0インチ
フルワイドVGA

Aurora RedStarlight

 

Blue Mirage Pink Cosmic Black



■モーションセンサー

ケータイの回転に合わせて写真を回転させたり、ワンセグ視聴や

フルブラウザ利用中にケータイをタップすることで、直感操作が可能。

1

■１GBの内蔵メモリを搭載。

■２時間のワンセグ録画も可能。
■ オススメ番組

事前に登録したキーワードにより、

番組の視聴や録画を

自動的にオススメ。

「afterworld」(アフターワールド/ソニーピクチャーズ）

 

の

第１話をプリインストール。さらにメーカーサイト

「PlayNow

 

by SO」からafterｚworld全話を

含めた様々な動画コンテンツをダウンロード可能。

■メディアランチャー

動画やフルブラウザなどの

マルチメディア機能を簡単に、

すぐに楽しめる

「メディアランチャー」搭載。

2

3

液晶の輝度が向上し、ソニーとソニーエリクソンが共同開発し

新のモバイル“BRAVIA”エンジンを搭載。

■Ｕ字イルミネーション

本体鏡面部分に内蔵された１２灯のライトが連続して点灯することで、

流れるように光りが動く「Ｕ字イルミネーション」。

端末クローズ時にはモーションセンサーと連動し、

光りが重力を感じるように動く。毎時０分に点灯する

時報イルミネーションをはじめ、電話着信や

 

メール受信など、

使用シーンごとに24種類のパターンから選択可能。

©2007 Afterworld LLC. All Rights Reserved. 
©2007 Sony Pictures Television International. All Rights Reserved.

ソニーのテレビ「BRAVIA®」の技術

を採用した高画質ワンセグ搭載

直感的にAV機能を操作する
「メディアランチャー」＆「モーションセンサー」

機能操作や重力に連動した個性を演出するＵ字イルミネーション



N906iμ ワンセグ搭載、12.9mmの
ラグジュアリースリムケータイ

Pink Diamond

約 320万画素サイズ
108×50×12.9mm

約 3.0インチ
フルワイドVGA

「STNY by Samantha Thavasa」
Collaboration Model

※「STNY」「STNY by Samantha Thavasa」は、株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドの登録商標です。

Coral GoldGarnet RedMilky Quartz Sapphire Black



12.9mm

ワンセグアンテナを内蔵

1

2
背面の３つのイルミネーションで
様々な色と発光パターンで美しい光を演出。

ダイヤカットの
イルミネーション

ハート型の
イルミネーション

■ オリジナルコンテンツ

■ オリジナルアクセサリー

人気ブランド「STNY by Samantha Thavasa」とＮ906ｉμが

コラボレーション。本体デザイン・内蔵コンテンツ・アクセサリーを

「STNY by  Samantha Thavasa」が監修。

「STNY by Samantha Thavasa」
Collaboration Model

■3.2メガカメラ

3.2メガカメラに好評の

手ブレ＆被写体ブレの

ダブル補正機能を搭載。

※

 

画面はイメージです。

ワンセグ搭載で906iシリーズ 薄、

12.9mmを実現

6軸手ブレ＆被写体ブレのダブル補正対応、3.2メガカメラ搭載

被写体ブレ補正＋手ブレ補正補正無し ■フォト文字クリエイター

撮影した画像に雲や砂で

書いたような装飾文字を

挿入できるｉアプリ

「フォト文字クリエイター」

をプリンストール。



約 200万画素サイズ
109×49×19.6mm

約 3.0インチ
フルワイドVGA

N906iL
自宅で高速/大容量通信、
おトクな通話が楽しめるホームＵ対応
ブロードバンドケータイ「onefone™（ワンフォン）」

※ 各スペックは暫定値です。ＢＲＯＷＮ ＳＩＬＶＥＲ



■ IEEE802.11a/b/gに準拠。

ホームＵエリア内なら送受信時 大54Ｍbps（規格値）！
※1

■ 大50ＭＢ
※２

の iモーションストリーミングが可能。

長時間のエンタメコンテンツが楽しめる！

※1

 

ホームＵで接続した通信に限ります。

 

また、54Mbpsとは、

技術規格上の 大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。

※２

 

ホームＵで接続した通信に限ります。

■ ホームＵエリア内なら、

「パケ・ホーダイ」をご利用の方でもフルブラウザが無料！
※1

■ ホームＵならＦＯＭＡ通話料
※2

より3割おトク
※３

 

。

■ ホームＵ間の通話なら24時間無料！

※1 ホームＵで接続したフルブラウザ通信が無料となります。

ホームＵエリア内であっても、ＦＯＭＡで接続したフルブラウザ通信は有料となり、

パケット通信料が高額になるおそれがありますのでご注意ください。

※2 ＦＯＭＡ新料金プランのみの対応となります。

通話料は、料金プランに応じて異なります。

※3

 

ホームＵで発信した場合の通話料は、「ファミリー割引」または「ゆうゆうコール」
による割引の対象外です。

3

4

月額980円（税込1,029円）の「ホームＵ」サービス対応

 

※
。

外ではＦＯＭＡ、ご自宅等のご利用環境では高速大容量のパケット通信とおトクな通話を実現。

※

 

お申込み必要。ご利用あたってはホームＵ対応ブロードバンド回線、対応ホームアンテナおよび対応端末「N906iL onefone」が必要です。また、「パケ・ホーダイ」

または「パケ・ホーダイフル」のご契約が必要となります。

1

2

※ お客様のご利用環境により異なります。

■ IEEE802.11a対応(N900iLはIEEE802.11b、N902iLはIEEE802.11b/gのみ）となった事で、

データ通信はIEEE802.11b/g、VoIP内線はIEEE802.11aなど従来では実現できなかった無線LAN上でのデータ/音声の併用が可能。

ホームＵからの通信料・通話料がおトク！

企業IP内線サービス「PASSAGE DUPLE®」「ビジネスmoperaIPセントレックス®」対応

ケータイブロードバンドが楽しめる「ホームＵＴＭ」サービス対応

送受信時 大54Mbps
※1

 

（規格値）の

高速パケット通信を実現



AQUOSケータイ
 SH906iTV

高画質を実現し、シアター感覚でワンセグが楽しめる

 Virtual 5.1ch対応

 

DOLBY®

 

MOBILE 搭載
ＡQUOSケータイ

※「アクオス」「AQUOS」「アクオスケータイ」「AQUOSケータイ」はシャープ株式会社の登録商標または商標です。

※

 

Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。
※ 各スペックは暫定値です。BlackSilver Pink

サイズ

115×51×19.5mm

約 3.3インチ
フルワイドVGA

約 320万画素



■

 

映画やスポーツなどを臨場感溢れる音質で楽しめる「Virtual 5.1ch 対応

 

DOLBY MOBILE搭載」で

ワンセグや音楽などを迫力あるサウンドで楽しめる。

※

 

ステレオイヤホン（別売）利用時のみ対応できます。スピーカーからの出力は

 

5.1chにはなりません。

■

 

毎秒15フレームのワンセグ画像を2倍の毎秒30フレームにする補完技術を搭載し、

ワンセグを滑らかな映像で楽しめる。

■ 世界15８の国・地域 ※ で利用可能な

「WORLD

 

WING（3G+GSM）」に対応。

※

 

2008年5月27日現在

■

 

ノイズを抑えて人の声を抽出・強調し、

喧噪の中でもクリアな通話を実現。

■

 

相手の音声スピードを通常よりもゆっくりに変換し、

聞き取りやすさを追求した「スロートーク」機能に対応。

32

4

1

■フルブラウザを始め、TOPメニュー、メール、フォルダ画面などが

横ワイド画面に対応。

※「サイクロイドスタイル」「Cycloid Style」「サイクロイド」「Cycloid」はシャープ株式会社の登録商標です。

※「トリプルくっきりトーク」「スロートーク」はシャープ株式会社の商標です。

トリプルくっきりトークTM

＆スロートークTM

 

対応

色鮮やかな高画質映像を実現した3.3inch大画面液晶と、映画やスポーツなどを臨場感溢れる音質で

楽しめる「Virtual 5.1ch 対応

 

DOLBY®

 

MOBILE」搭載

サイクロイドスタイル＆見やすい画面表示でより

 
使いやすく

海外で使える

「WORLD

 

WING（3G+GSM）」に対応





海外で使えるカンタン操作ケータイL706ie
約 130万画素

CMOS 
サイズ

100×51×17.3mm
約2.4インチ

QVGA

ゴールドピンク ホワイト
※ 各スペックは暫定値です。



1

2 43
■

 

HIGH-SPEED（3.6Mbps）対応で、

iモード閲覧や着うたフル®のダウンロードも快適に。

※イメージ図

■

 

電話帳や便利な機能が簡単に呼び出せる、

4つのワンタッチキーを搭載。

■ 海外で役立つ単位変換ツールなどの便利な機能を搭載。

スケジューラ、

 

アラームなどを

設定すれば、

ワンタッチで

呼び出しが可能。

「1」「2」「3」にはよく

 

電話する相手を設

 

定。

※「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。

便利な４つの「ワンタッチキー」と押しやすいドーム形状の「でかキー」を搭載

海外で使える
「WORLD WING（3G＋GSM）」に対応

HIGH-SPEED対応で
コンテンツも快適ダウンロード

■

 

押しやすいドーム形状のでかキー。

キーの数字や文字も大きく印字

されていてわかりやすく、

メールなどの文章作成もスムーズに。

■

 

シンプルメニュー時は全階層拡大もじに対応。



N706ie ワンタッチオープンが使いやすさを演出。
文字も見やすく、スタミナバッテリーで安心

約 200万画素
CMOS 

サイズ
105×49×16.6mm

約3.0インチ
フルワイドQVGA

※ 各スペックは暫定値です。
Truffle Brown Shell White Chianti Red



■

 

メニューの 下位層まで見やすい文字サイズや

ピクト、ソフトキーにこだわった、

全階層拡大もじに対応。

■

 

3軸加速度センサ搭載で

胸ポケットやカバンの中でも

正しく測定できる

歩数計を搭載。歩行時間や

消費カロリーも計算されて

歩数記録をグラフで

表示することも可能。

■

 

省電力設計と大容量スタミナバッテリーを採用。

連続通話時間、連続待受時間、ワンセグ視聴時間が

FOMA 長クラス。

1

2 43

全階層拡大もじ対応と1.6インチ大型サブディスプレイで見やすく
快適な使い心地を演出する各種機能も搭載

通話もワンセグ視聴も安心の
スタミナバッテリー

歩数に応じてカロリー計算できる
ウォーキングカウンターTMを搭載

■

 

約1.6インチの大画面サブディスプレイに

大きな数字で見やすい時計表示。

■ 片手であけやすいワンタッチオープン。

■

 

受話音量を自動でレベル調節し、騒がしい場所での

聞き取りやすさを向上するハイパークリアボイスTM。

※ ハイパークリアボイスはSRS Labs, Inc.よりライセンスされたSRS VIP+技術とNECの音響技術により実現しています。

※

 

2008年5月現在、ドコモのFOMAシリーズにおいて。

※「ハイパークリアボイス」「ウォーキングカウンター」は日本電気株式会社の商標です。



約 200万画素
CMOS 

約3.0インチ
フルワイドQVGA

使いやすさに配慮した高画質ワンセグケータイ

サイズ
109×49×15.9mm

P706ie

BlackLavenderSilver

※ 各スペックは暫定値です。



1

4

■

 

レシーバの音量改善と、周辺の騒音特性に応じて通話相手の声の音量を

補正する「しっかりトークTM」、相手の音声の速度をワンタッチで

スロー調節できる「ゆったりトークTM」対応で聞きやすさに配慮。

■

 

高画質技術モバイルPEAKSプロセッサーTM搭載。

■

 

フレーム補間技術モバイルWスピード※1で動きなめらか。

■

 

FOMAハイスピードやWORLD

 

WING（3G）など充実の機能を搭載。

■ 人間工学に基づき、押しやすさに

配慮したボタン配置。

ボタン表示も大きく見やすい

文字フォントを採用。

※

 

「ワンプッシュオープン」

 

「PEAKSプロセッサー」「Wスピード」

「しっかりトーク」「ゆったりトーク」は松下電器産業株式会社の商標です。

標準表示 拡大表示

■ 全メニュー階層で拡大もじ対応。

■

 

片手であけやすいワンプッシュオープンTM。

聞きやすさ･見やすさ･使いやすさに配慮したこだわり機能

※1：デフォルトの設定はOFFになっています。

 

またONにした場合、

ワンセグの視聴時間が短くなります。

モバイルWスピードTMで「動き」
なめらかの高画質ワンセグ搭載

FOMAハイスピードやWORLD WING（3G）
など充実の機能を搭載2 3



SH706ie
約 320万画素

CMOS 
サイズ

106×48×16.1mm
約2.8インチ
ワイドQVGA

通話は双方向ともクリアな音質で聞きやすく。
ワンセグ、3.2メガカメラ搭載

※ 各スペックは暫定値です。Formal Pink Formal White Formal Black



■ 手になじみやすいスリム＆スレンダーフォルムに

2.8インチワイドQVGA液晶、起動や縦横画面切り替えも

ワンタッチで操作できる、お手軽ワンセグを搭載。

■

 

３.2メガピクセル、オートフォーカス＆静止画6軸手ブレ補正＆

被写体ブレ補正対応の高性能カメラ搭載。

「名刺リーダーTM」、「カメラルーペTM」機能にも対応。

■

 

メールやiモードの文字サイズは見やすい24ドット・極太字に

デフォルト設定。

■ 見やすさに配慮したトップメニュー画面デザイン。

■

 

周囲の人の声や雑音を抑えるノイズリダクション機能、

声を強調するエンハンス機能、

自分の声が相手の声と混じるエコーを抑えるエコーキャンセル機能、

3つの効果を実現する「トリプルくっきりトーク」に対応。

■

 

相手の声を通常よりもゆっくりに変換することが可能な
「スロートークTM」にも対応。

「カメラルーペ」

※画面はイメージです。

2

1 3

※「トリプルくっきりトーク」「スロートーク」「名刺リーダー」「カメラルーペ」はシャープ株式会社の商標です。

「聞く」「話す」ともにクリアな通話ができる
「トリプルくっきりトークTM」

美しい液晶でクリアに見える文字、
メニュー画面

スリム＆スレンダーなフォルムにお手軽
ワンセグや３.2メガAF対応カメラを搭載



多彩なイルミネーション、
ウォータープルーフ・スリムTM

 

ワンセグケータイF706i
約 200万画素

CMOS 

サイズ
109×49×16.9mm

約2.7インチ
フルワイドQVGA

※「ウォータープルーフ・スリム」は富士通株式会社の商標です。

※ 各スペックは暫定値です。
Crystal BluePrecious Black Sparkling Pink Jewel White



■

 

着信･メール受信･開閉時パターン・

時報の表現力が増した、

より美しいイルミネーション。

1 ビューアスタイルの防水対応ワンセグケータイ

■

 

お風呂やキッチンで使える

防水ボディにワンセグ搭載。

回転2軸構造のビューアスタイルで、

IPX5、IPX7の防水性能を実現。

■ 目覚まし機能からワンセグの起動予約が簡単にできる

「目覚ましワンセグ」や、視聴中次に放送される番組名・

開始時間が表示される「NEXT番組情報表示」など、

役立つワンセグ機能も満載。

■ Flash®8相当にも対応したフルブラウザ搭載。

白色LED6灯による
全面照明

白色37セグ
LEDによる

背面情報表示

3色LED

2 背面全体で美しく表現する、
多彩なイルミネーション

■

 

「ゆっくりボイス」、「スーパーはっきりボイス」、

「はっきりマイク®」に対応。

■

 

すばやく呼び出せる「待受ショートカット」に対応。

■

 

セキュリティもより強固に。何の操作もないまま

一定時間が経過すると自動でロックがかかる、

回転2軸スタイルでも安心の

「オートキーロック機能」にも対応。

※「Flash」

 

はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の
米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

多機能でこだわりの
使いやすさとセキュリティ3

※「はっきりマイク」は富士通株式会社の登録商標です。



ワンプッシュオープンTM

 

対応、ステンレスボディの
Extreme SlimワンセグケータイP706iμ

約 200万画素
CMOS 

サイズ
109×50×9.8mm

約3.0インチ
フルワイドQVGA

※「ワンプッシュオープン」は松下電器産業株式会社の商標です。

※ 各スペックは暫定値です。
BLUE BLACK RED CHAMPAGNE



■

 

TGB design.によるインターフェイスデザインを採用

上質な世界観と、モーショングラフィックスを多用し「動き」を

感じさせる新しい操作感のインターフェイスを実現。

2
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■

 

おサイフケータイ、DCMX／iD対応。

■ HIGH-SPEED対応。

WMV形式のインターネット動画の

再生にも対応したフルブラウザの

利用も快適。

■ Music＆Videoチャネル対応。

■

 

ステンレス素材の採用とボードモールド®技術により強度を実現。

■

 

ワンセグを搭載したアンテナレスデザイン。

■ 大画面ディスプレイとモバイルPEAKSプロセッサーTM搭載で、

高画質＆くっきりなめらかなワンセグ映像。

■

 

CMミュージック等で活躍するアーティストのサウンドを

TGB design.がフィーチャー。

＊：3G折りたたみ携帯電話において。2008年5月26日現在、

パナソニック

 

モバイルコミュニケーションズ株式会社調べ。

※

 

「ボードモールド」は松下電器産業株式会社の登録商標です。

「ワンプッシュオープン」「PEAKSプロセッサー」は松下電器産業株式会社の商標です。

※

 

画面はイメージです。

ワンプッシュオープンTM対応の

 
世界 薄＊9.8mmボディにワンセグを搭載

おサイフケータイ･HIGH-SPEED･
動画サービスにも対応した充実のスペック

TGB design.とのコラボレーションによる、

 
新感覚のインターフェイス＆サウンドデザイン



SH706iw
約200万画素

CMOS 

ヘルシオメニュー、健康支援サイトと連携し、
食生活の改善と健康管理をサポートする
ウェルネスケータイ

※「ヘルシオ」は、シャープ株式会社の登録商標です。

※ 各スペックは暫定値です。

サイズ
109×50×17.7mm

約 3.0インチ
フルワイドVGA

White Brown



1

2 4
外部機器連携で
本格的な健康管理も簡単にできる 3 高精細な映像が楽しめるワンセグなど

充実した機能を搭載

■ 16：9フルワイドVGA 3インチNewモバイルASＶ液晶搭載で

高画質映像が楽しめる。

■

 

放送局から送られてくる毎秒15フレームのワンセグ映像を、

毎秒30フレームにするフレーム補完技術を搭載し、

なめらか映像が楽しめる。

■ DOLBY®

 

MOBILE搭載で高音質オーディオを実現。

■ 光TOUCH CRUISERの操作で電話帳の参照や発信履歴・着信履歴の

参照もできるので、端末を閉じたままでも発信が可能。

■オムロンヘルスケア社の体組成計などから、体重や体脂肪率

などのデータを受信し、アプリに取り込むことでグラフ化して、

日々の状態を管理することが可能。

■内蔵の歩数計、脈拍センサーでウォーキングをサポート。

・歩数や距離、消費カロリー、脂肪燃焼量などを待受画面で常に確認。

・脈拍を測定することで、 適なウォーキングペースの把握が可能。

・歩数や食事履歴などに応じて

健康や食事に役立つアドバイスを提供。

・食生活支援として、ヘルシオメニューと

連携し、健康を考慮したレシピ情報を提供。

また、専門的な健康支援サイトと連携し、

生活改善に役立つ本格的なアドバイスを提供。

健康アプリ、歩数計、脈拍センサーを搭載し、ケータイ一つで健康をサポート

※「TOUCH CRUISER」は、シャープ株式会社の登録商標です。

※ スピーカーからの出力には対応しておりません。ステレオイヤホン（別売）利用時のみ対応となります。



ワンセグ･GSMローミング対応のFrancfrancケータイN706i
約 200万画素

CMOS 

サイズ
107×49×12.3mm

約3.0インチ
フルワイドQVGA

※

 

Francfranc,フランフランは株式会社バルスの登録商標です。

※ 各スペックは暫定値です。
white blackgoldpink



■「カジュアルスタイリッシュ」をコンセプトに

全国展開しているインテリア・雑貨の人気ブランドFrancfranc との

コラボレーションモデル。

■

 

Francfranc監修によるデザイン・カラーバリエーション、

オリジナルの内蔵コンテンツ。

■「Francfranc

 

スペシャルパッケージ」の「pink」には旅行で

役立つ特製ポーチなどのトラベルセットを同梱。

■

 

より鮮やかな表現が可能に。

プリインストール数も30種に大幅アップ、ダウンロードも可能。

■ 3インチフルワイドQVGA液晶の大画面で

楽しめるワンセグ機能搭載。

12.3mmでアンテナレスのシンプル＆フラットデザイン。

■ HIGH-SPEEDやMusic＆Videoチャネル、

おサイフケータイなどにも対応。

■ 海外旅行に便利なコンテンツをプリインストール。

・翻訳アプリ「しゃべって翻訳 for N」

・電子書籍「旅の指さし会話帳®

 

for N」

・iアプリ「海外旅行便利ツール」

2

1

4

3

※「My Signal／マイシグナル」は日本電気株式会社の登録商標です。※「旅の指さし会話帳」は株式会社情報センター出版局の登録商標です。

※

 

Francfranc,フランフランは株式会社バルスの登録商標です。

「Francfranc」の刻印（pinkのみ）

Francfrancとのコラボレーションモデル
ワンセグやHIGH-SPEEDなど、
スリムボディに機能も満載

My Signal®

 

のカラーが
レッドからブルーに進化

海外で使える
「WORLD WING（3G＋GSM）」に対応



NM706i 海外で使えるヨーロピアンデザインの
コンパクトストレートケータイ

※ 各スペックは暫定値です。

約 200万画素
CMOS 

サイズ
105×46×15.0mm

約2.0インチ
QVGA

パッショネートレッドクラウディシルバー ミステリアスブラック



■ 光沢とマット仕上げの組み合わせによるカラーリングが

シンプルなフォルムと新鮮さを際立たせる、

小型軽量のストレートボディ。

■「世界時計」や「英和・和英辞書」「単位変換」など、

海外での利用に役立つ機能を搭載。

■

 

英語での予測入力も可能。

■

 

操作方法をナビゲートするチュートリアル機能や

各機能のヘルプも搭載。待受画面のショートカットバーから

機能のかんたん呼び出しも可能。

■

 

パソコンからアドレス帳とスケジュールのデータ同期に対応。

■

 

Bluetooth対応。ヘッドセットやヘッドホンと接続して
ワイヤレスで通話したり音楽を楽しむことも可能。

■ FMラジオ機能搭載。

1 2
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※「Bluetooth」は、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

シンプル＆クリーンデザインの
ストレートボディ

コンパクトでも、使いやすい便利な機能

海外で使える
「WORLD WING（3G＋GSM）」に対応



高画質＆高音質で楽しめるスライドワンセグケータイSH706i
約 200万画素

CMOS 

サイズ
109×50×15.9mm

約3.0インチ
フルワイドVGA

※ 各スペックは暫定値です。Aqua GreenPinkBlack



■ 16：9フルワイドVGA 3インチNewモバイルASＶ液晶搭載。

■ 高速動画応答技術採用で残像感の少ない見やすい映像表示を実現。

スポーツなど、動きの多いワンセグ番組もきれいに表示。

■

 

放送局から送られてくる毎秒15フレームの映像を、

毎秒30フレームにするフレーム補完技術を搭載。

■

 

周囲からののぞき見に配慮した

新ベールビューに対応。

1

2 43
■

 

DOLBY MOBILE搭載で高音質オーディオを実現＊。

■ ワンセグ、音楽とも6種類の音質から好みに合った音を楽しめる。

【ワンセグ】

ニュース/スポーツ/ドラマ/バラエティ/ミュージック/映画

【音楽】

ノーマル/ロック/ポップス/クラシック/ジャズ/オリジナル

■ 光TOUCH CRUISERボタンに

ワンセグ・スケジュール・iアプリなど

よく使う機能をショートカット登録すれば、

閉じたままワンタッチ起動が可能。

■

 

スライドオープン・クローズに連動した機能を搭載し、

片手でかんたん操作が可能。
（音声・TV電話の自動着信・自動終話・メール受信時メールフォルダ表示）

※

 

Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。

※「TOUCH CRUISER」は、シャープ株式会社の登録商標です。

＊ ステレオイヤホン（別売）利用時のみ対応となります。

フルワイドVGAで高画質映像を、さらに動きの多い番組もきれいに表示

ワンセグ、音楽を臨場感あふれる
高音質で楽しめるDOLBY®

 

MOBILE搭載
光TOUCH CRUISERと
スライド連動機能でかんたん操作が可能に



SO706i 海外で使える、パネルで楽しめる、
スリム・コンパクトケータイ

※ 各スペックは暫定値です。

約 200万画素
CMOS 

サイズ
105×49×13.4mm

約2.8インチ
フルワイドQVGA

オニキスブラックプラチナホワイトピンクゴールド



Style-Up®パネル（別売り）

■

 

渡航先で役に立つ「

 

TalkMan®

 

Flash」や、まちうけ文庫®

「地球の歩き方®」、「世界遺産」をプリインストール。

■ 海外のリゾートや観光地をイメージした「Panel Travel®」が

テーマのStyle-Up®パネル。

滞在地の気分にあわせたきせかえも楽しめる。

1
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■ Style-Up®パネルの「クリアパネル」

（別売り）を使ってネイルアート感覚で

デコレーションが可能。

■ 13.4mmの薄さでアンテナレスのシンプル＆ラウンドフォルムに

2.8インチフルワイドQVGA液晶で楽しめるワンセグ機能搭載。

■ HIGH-SPEEDやMusic＆Videoチャネル、

おサイフケータイなどにも対応。

■ デコメ®絵文字1000件、デコメ®ピクチャ100件、

デコメ®テンプレート100件をプリインストール。

渡航先（8カ国語対応）から現地の言葉でお誕生日メールが送れる

デコメール®テンプレートも。

Style-Up®パネル

 

クリアパネル（別売り）

※「Style-Up」「Panel Travel」「まちうけ文庫」はソニー･エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

※「地球の歩き方」はダイヤモンド・ビッグ社の登録商標です。

 

※「TalkMan」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

©2008 Sony Computer
Entertainment Inc.

TalkMan

 

Flash

©株式会社ダイヤモンド・
ビッグ社

 

2008

地球の歩き方

©TBS

世界遺産

＜Paris

 

Bright＞

 

＜Venice Glass＞

 

＜Tokyo Rail＞

 

＜Beijing Bloom＞

 

＜Bali Ocean＞

 

＜N.Y.Style＞

スリム・コンパクトボディにワンセグ搭載、
HIGH-SPEED対応など機能も充実

パネルのデコレーションや多彩な
デコメ®コンテンツ搭載など、楽しさ満載

「WORLD WING（3G＋GSM）」に対応、「Style-Up®パネル」できせかえも楽しめる



本資料に記載されている会社名・サービス名は各社の商標または登録商標です。

サービス及び端末の仕様・デザイン、サービス開始予定日、画面内容などは

予告なしに変更する場合があります。掲載されている画面はすべてイメージです。
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