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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. 携帯電話の番号ポータビリティ、新規事業者の参入など市場環境の変化により競争の激化するなか、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の水準が逓減し続けたり、
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が課されるなど
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

提供されるなかで、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

事業等のリスク



商品展開を４つの新たなシリーズへ一新商品展開を４つの新たなシリーズへ一新

4new series

22models





ロイヤリティ構築に向けて、あらゆる顧客接点の見直しを実施ロイヤリティ構築に向けて、あらゆる顧客接点の見直しを実施

お客さま視点による見直し

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾌﾛﾝﾄ 料金

ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｴﾘｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ
端末端末 ｻｰﾋﾞｽ

お客さまの求める端末の提供

長く使われ、愛され続ける端末シリーズへ

ドコモのドコモの5,4005,400万の万の

お客さま満足度（ブランドロイヤリティ）の向上お客さま満足度（ブランドロイヤリティ）の向上



機能
ライフスタイル

4つの新シリーズ

ケータイの使い方

““機能機能””を軸にしたシリーズからを軸にしたシリーズから

お客さまのお客さまの““ライフスタイルライフスタイル””で選べるシリーズへで選べるシリーズへ



ケータイでトレンド
を表現したい

ケータイで周りに注目されたい
みんなで新しいことをして楽しみたい

ケータイでビジネスとプライベートを
効率的にマネジメントしたい

ケータイをデジタルツールとして
新しいテクノロジーを
自在に使いこなしたい



docomodocomo STYLESTYLE seriesseries

““自分らしい自分らしい””がきっと見つかる。がきっと見つかる。
選べるファッショナブルケータイ。選べるファッショナブルケータイ。



docomodocomo PRIMEPRIME seriesseries

フルに楽しむ。先取りする。フルに楽しむ。先取りする。
新世代エンタテインメントケータイ。新世代エンタテインメントケータイ。



docomodocomo SMARTSMART seriesseries

ONONももOFFOFFもマネジメントする。もマネジメントする。
大人のインテリジェ大人のインテリジェンントケータイ。トケータイ。



docomodocomo PROPRO seriesseries

先進テクノロジーを自在に操る。先進テクノロジーを自在に操る。
デジタルマスターケータイ。デジタルマスターケータイ。



６models ７models

４models ５models

■４シリーズ ２２機種 ■

ケータイにも、“自分らしさ”を。



より使いやすく
～操作性がさらに向上～

より便利･快適に
～欲しい情報にスムーズにアクセス～

「選ぶ」楽しさの提供
～「自分らしさ」が見つかるラインナップ～

◆人気ブランドとのオリジナリティ溢れる
ブランドコラボレーション

◆最大８色のカラーバリエーションから選べる
多色モデルの展開

◆直感的な操作感を楽しめる
タッチパネル対応機種の拡大

◆機種変更しても変わらない操作感
キー配置の統一

◆待受画面に好きなアプリを貼り付けてカスタマイズ
「ｉウィジェット」に対応

◆リッチコンテンツもサクサクダウンロード
ＦＯＭＡハイスピード7.2M対応機種の拡大

パーソナル化
～一人一人の行動をサポート～

◆ 生活支援から行動支援へ
「ⅰコンシェル」に対応

ケータイとしての進化のポイント



“～できるケータイ”から
“～してくれるケータイ”へ

究極のパーソナルケータイへ

ケータイがまるで「執事」 や「コンシェルジュ」のように、

お客様一人一人の行動をサポートするサービス。

★★レンタルＤＶＤレンタルＤＶＤ ★★クーポンクーポン★★鉄道情報鉄道情報

（対応機種：１３機種）



NEW PRODUCTS



お客さまの声

機能が増えすぎて使いこなせない。
操作も複雑。機能を絞ったものが
ほしい。

本体が高すぎる。
不要な機能が多い。

端末選択肢が少ない。毎度液晶や
ワンセグを売りにした同じようなコ
ンセプトの端末ばかりいらない。

携帯電話を買うときに、自分に
必要な機能を選択してその機能
だけを搭載した携帯がほしい。

近、わくわくする機
種がありません。

自分のニーズに合ったものが少
ない。不要な機能が多すぎる。

機種に個性がないように
感じられます。

飽きの来ない、シンプル
な端末がほしい。

もう少しユーザ目線に立った
機能を提供してほしい。

もっとおしゃれなデザインの
携帯電話を作ってください。

ビジネスモデルが欲しい。
でもオシャレなやつ。

もっと個性的な電話を増やし
てほしい。

機能よりもデザインを重視した
商品を提供してほしい。



これからのラインナップの考え方

【従来】



らくらくホン

これからのラインナップの考え方



docomo STYLE series の特長

◆クリスタルカットやキーイルミネーションなど、
機種ごとに心くすぐる・愛着の持てる仕掛け 。

◆豊富なカラーバリエーション。

◆デコメや絵文字などが充実。楽しくメールができる。

様々なデザインやカラーから選べる、ファッション性の高いシリーズ

“自分らしい”がきっと見つかる。
選べるファッショナブルケータイ。

◆よく使うカメラ・ワンセグ・メールなどの機能はおさえつつ、

使いやすさにもこだわり。



６models

“自分らしい”がきっと見つかる。
選べるファッショナブルケータイ。



「ピエール エルメ パリ」ケータイ
Ｎ-０３Ａ

「クリスタルカットデザイン」
の防水ケータイ

F-０２Ａ

“自分らしい”がきっと見つかる。
選べるファッショナブルケータイ。

イルミネーションも美しい
スリムケータイ

Ｎ-０２Ａ



スリムでコンパクトな
Ｗオープンスタイル

Ｐ-０３Ａ
選べる８色バリーション

ＳＨ-０２Ａ

“自分らしい”がきっと見つかる。
選べるファッショナブルケータイ。

新しいスライドスタイル
「スイングスライド」

Ｐ-０２Ａ

PEANUTS ©United Feature Syndicate, Inc.



フルに楽しむ。先取りする。
新世代エンタテインメントケータイ。

docomo PRIME series の特長

映像やゲームなどエンタメ機能充実のシリーズ

◆タッチパネルのような新感覚のユーザインターフェイスでケータイの新しい使い方が楽しめる。

◆使っていて楽しくなる新しい形状やデザイン。

◆映像や音楽、ゲームなどエンタテイメント性も高い。

◆大画面や高画素カメラなどケータイを使いこなしている人たちにも納得のいく充実機能。



７models

フルに楽しむ。先取りする。
新世代エンタテインメントケータイ。



８メガカメラ
タッチパネルケータイ

ＳＨ-０３Ａ

タッチパネルと
スタイルチェンジ

Ｎ-０１Ａ

ヨコ画面で快適操作
「２ＷＡＹキー」

Ｐ-０１Ａ

８メガカメラ
ＡＱＵＯＳケータイ

ＳＨ-０１Ａ

フルに楽しむ。先取りする。
新世代エンタテインメントケータイ。



タッチパネル
防水ケータイ

Ｆ-０１Ａ

ラウンドフォルムの
タッチパネルケータイ

Ｆ-０３Ａ

強化ガラストップ
タッチパネルケータイ

Ｌ-０１Ａ

フルに楽しむ。先取りする。
新世代エンタテインメントケータイ。

©Estate of Keith Haring



ONもOFFもマネジメントする。
大人のインテリジェントケータイ。

docomo SMART series の特長

◆海外でもビジネスでも重宝する、ムダのない実用的な機能。

ビジネスとプライベートを使い分ける大人のためのシリーズ

◆薄型・軽量でスーツのポケットでもカバンのポケットでもすっきりと納まるサイズ。

◆スーツに合わせても、休日のスタイルに合わせても違和感のない、上質感ただよう洗練されたデザイン。



４models

ONもOFFもマネジメントする。

大人のインテリジェントケータイ。



GSM対応カメラレス
Extreme Slim

P-０５Ａ

薄型スライド
New amadanaケータイ

Ｎ-０４Ａ

12.8mmのスリム
防水ボディ

F-０４Ａ

GSM対応9.8mm
ワンセグケータイ

P-０４Ａ

ONもOFFもマネジメントする。

大人のインテリジェントケータイ。

©TYCOON GRAPHICS



先進テクノロジーを自在に操る。
デジタルマスターケータイ。

docomo PRO series の特長

◆ 先端の機能や操作性が、いち早く楽しめる。

◆ 新の技術をデザインでも表現。機能美・未来感を追求 。

◆会社のメールや家のパソコンとの連携など、
こだわりのデジタルツールとして、生活をより便利に。

新技術を搭載した、デジタルツールの先端をいくシリーズ



５models

先進テクノロジーを自在に操る。
デジタルマスターケータイ。



タッチパネル＆QWERTYキーの
本格スマートフォン

HT-０１Ａ

薄型デザイン
タッチパネルスマートフォン

HT-０２Ａ

QWERTYキーでｉモードも快適
3.5インチ フルタッチパネルケータイ

SH-０４Ａ

先進テクノロジーを自在に操る。
デジタルマスターケータイ。



世界で使われている
ハイスペックスマートフォン

BlackBerry Bold

片手にスッと収まる
QWERTYキー搭載、薄型スマートフォン

Nokia E71

先進テクノロジーを自在に操る。
デジタルマスターケータイ。



NEW SERVICES



iコンシェル

私がお手伝いします！私がお手伝いします！

「ひつじのしつじくん」「ひつじのしつじくん」

ケータイがまるで

「執事」や「コンシェルジュ」のように

あ な た の 生 活 エ リ ア や 趣 味 嗜 好 に

合わせた情報を配信・更新。

待受画面待受画面ででマチキャラが、マチキャラが、

新着情報を教えてくれる。新着情報を教えてくれる。

「ｉコンシェル画面イメージ」「ｉコンシェル画面イメージ」



利用イメージ

ひつじのしつじ』です。
私があなたの毎日を
ちょっと便利にします。

一度ダウンロードした気になるスケジュールを
自動で最新情報に更新したり・・・

ひつじのしつじ』です。
私があなたの毎日を
ちょっと便利にします。

鉄道の運行状況などの役立つ情報を待受画面

にお知らせしたり・・・

保存したトルカ（クーポンなど）
を常に新しく更新したり・・・

電話帳、トルカ、スケジュールなどの

大切な情報を預かったり・・・

自動更新

自動更新

電話帳に登録してあるレストラン等の

番号に住所や営業時間を追記したり・・・

『



ⅰウィジェット

iiウィジェット画面にアクセスするだけでウィジェット画面にアクセスするだけで
複数の複数の 新の情報新の情報を一括表示。を一括表示。

iiウィジェットウィジェット画面に好きなウィジェット画面に好きなウィジェット
アプリをアプリを複数貼り付け複数貼り付け可能可能。。
追加・変更もカンタン！追加・変更もカンタン！

ボタンひとつで 新情報ボタンひとつで 新情報



ⅰアプリオンラインとは

複数人でリアルタイムに複数人でリアルタイムに

オンライン通信可能なｉアプリ。オンライン通信可能なｉアプリ。

電話帳と連動し、電話帳と連動し、

簡単に呼び出し招集が行える、簡単に呼び出し招集が行える、

新機能「新機能「iiアプリコール」を提供。アプリコール」を提供。



［ 4シリーズ22機種 ケータイとしての進化］

ｉコンシェル

13機種
13機種

タッチパネル
対応機種拡大

キー配置の統一

生活支援から行動支援へ より使いやすく

8機種
8機種

ＦＯＭＡハイスピード

7.2Mbps対応

16機種
16機種

さらに便利に、快適に

ｉウィジェット ｉアプリオンライン

10機種
10機種

10機種
10機種

Bluetooth
対応機種拡大

14機種
14機種

17機種
17機種



“自分らしさ”や“ライフスタイル”
に合わせて選べる４つの新しいシリーズ。

“～できるケータイ”から
“～してくれる”ケータイへ

ケータイがまるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、
毎日の行動をケータイがサポート！！



PRODUCT LINE UP

“自分らしさ”や“ライフスタイル”に合わせて選べる

4シリーズ 22機種

【参考】



４シリーズ・２２機種

自分らしさやライフスタイルに合わせて選べる
ドコモの新シリーズ

“自分らしい”がきっと見つかる。
選べるファッショナブルケータイ。

フルに楽しむ。先取りする。
新世代エンタテインメントケータイ。

先進テクノロジーを自在に操る。
デジタルマスターケータイ。

ONもOFFもマネジメントする。
大人のインテリジェントケータイ。



F-02A 大画面カラー背面液晶搭載、

クリスタルカットデザインの防水ケータイ

※ 各スペックは暫定値です。
Crystal Black

4℃ Pure White
Cosmetic Pink

約 200万画素
ＣＭＯＳ

約 3.0インチ
フルワイドＶＧＡ

サイズ
約108×49×16.4mm

Shiny Gold

「４℃」
Collaboration Model



1 クリスタルカットデザインと

2インチカラー背面液晶

◆ 透明感のあるクリスタルカットデザイン

◆ 約2.0インチQVGAの大型カラー背面液晶を搭載。時計

表示やメールや電話着信などの新着情報表示、カレンダーや

iチャネルなども閉じたまま背面液晶で確認できる。

２ 天然ダイヤモンドをあしらった

「4℃」コラボレーションモデルを用意

4℃オリジナルのきせかえツールをプリインストール。

4℃オリジナルストラップ+４℃オリジナルエコバッグ付き。

３ 防水対応、ワンセグケータイ

お風呂やキッチンでメールやワンセグを楽しめるIPX5/IPX7

の防水対応。

美しさ際立つ天然ダイヤモンド 上質さを醸し出す４℃ロゴ

４℃オリジナルストラップ ４℃オリジナルエコバッグレター

※ 画像はイメージです。



N-02A イルミネーションも美しい5.2メガカメラ搭載

12.9mmのBrilliant Slimケータイ

※ 各スペックは暫定値です。Ash GraySparkle WhiteAir Blue Antique Gold

約 520万画素
ＣＭＯＳ

約 3.2インチ
フルワイドＶＧＡ

サイズ
約109×50×12.9mm



1 キーイルミネーションが美しいハイスペックな12.9mmス
リムデザイン

カラフルキーイルミネーション™は15種類の多彩なパターンから選択可能。

ケータイを開いた時や電話・メールの情報を美しい光でお知らせ。

4 多彩なサウンド効果が楽しめる

音声を聞き取りやすく、空気感の再現や重低音を強調する「SRS TruMedia™」

に対応しているので臨場感溢れるサウンドが楽しめます。

スマイルフェイスシャッター™対応5.2メガカメラ

笑顔を検出して自動でシャッターが切れる「スマイルフェイス

シャッター™」に対応し、「顔検出オートフォーカス」で 大5人

までの顔を検出することが可能。

スリムなボディに3.2インチ液晶や
ワンセグを搭載

◆ 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。

動きのある動画がなめらかにくっきりと表示可能。

◆ PictMagicⅣに対応し、カメラだけでなくワンセグも 適な画質に

補正可能。

◆ ワイヤレスでワンセグ視聴可能なBluetooth®にも対応。

３

２



N-03A スイーツのようにカラフルな

「ピエール エルメ パリ」ケータイ

※ 各スペックは暫定値です。

約 200万画素
ＣＭＯＳ

サイズ
約107×49×12.9mm

約 3.0インチ
フルワイドQVGA

カシスブルーマカロンピンク アプリコットオレンジ ショコラブラウンバニラホワイト



1 「ピエール エルメ氏」監修のコラボケータイ

待ち受け画面やメニュー画面など、さまざまな画面に、華やかでス

イートなグラフィックを設定可能。

３ 人気キャラなどデコメ®絵文字も充実

ドコモ 多の1,200種類

◆「バザールでゴザール」「天才バカボン」「チェブラーシカ」

「FERIX」など、おなじみのキャラクターもプリインストール。

◆ 1,200個のデコメ絵文字が8種類のカテゴリ分類されているので、

目的の絵文字を素早く入手可能。

２ ３０種類のマイシグナル®が時刻や着信を

楽しくお知らせ。

多彩なアニメーションを30種類プリインストール。

電話やメールなど、好きなパターンを設定可能。

© PH SAS 2008

※ピエール エルメ パリ，PIERRE HERME PARISは、PH SASの登録商標です。

不在着信あり 新着メールあり

MACARON2 CHOCOLAT1

HAPPYLOVE

バザールでござーる® 天才バカボン
©赤塚不二夫／ぴえろ

チェブラーシカ
©cheburashka Project

FELIX

TM & ©2008 Felix the Cat
Productions,Inc.

All Rights Reserved



P-02A 5.1メガヨコ撮りカメラスタイル、

文字が打ちやすい新スライドケータイ

※ 各スペックは暫定値です。ダイヤモンドブラック パールホワイトサファイアピンク エメラルドグリーン

約 510万画素
ＣＭＯＳ

約 3.1インチ
フルワイドＶＧＡ

サイズ
約112×50×17.9mm



1 メールやブログが書きやすいスイングスライド™

約3.1インチ大画面のスイングスライド。

スライドを開くと画面側が斜めに起き上がる新スライド形状で、

画面が見やすく、通話時の顔当たりも自然な角度。

段差が少ないのでメールもサイトでの文字入力も打ちやすい。

２ 高画質でキレイなヨコ撮り5.1メガカメラ

◆ デジカメライクなインターフェースを採用した、約5.1メガカメラ搭載。

◆ 静止画6軸手ブレ補正とISO1600の高感度撮影で暗所でもばっちり撮影。

◆ シャッターキー半押しで 大5人まで顔検出できる「顔オート

フォーカス」対応。

３ 高画質ワンセグ VIERAケータイ®

◆ モバイルWスピード対応。 大で1秒間に30フレームでなめらかなワンセ

グが楽しめる。

◆ モバイルWコントラストAI搭載。

コントラスト比6000：1（動画再生において 大時）で

メリハリのある色を再現。

◆ フレームコントロール処理で画像も1600万色相当を実現。



P-03A さらにスリムで使いやすくなった

Wオープンスタイル®ワンセグケータイ

※ 各スペックは暫定値です。BlackWhite Pink

約 320万画素
ＣＭＯＳ

約 3.0インチ
フルワイドＱＶＧＡ

サイズ
約108×49×14.7mm

PEANUTS ©United Feature Syndicate, Inc.



1 スリム･コンパクトなWオープンスタイル®

手にスッと馴染む、スリムでコンパクトなＷオープンスタイル。

ワンセグ、ピクチャの一覧表示などがヨコ画面で気軽に楽しめる。

２
かんたん、きれい、すぐに見られる

3.2メガカメラ搭載

顔オートフォーカス、顔オート露出、6軸手ブレ補正に対応した

約3.2メガカメラ搭載。

被写体に 適な撮影を自動切換するので、

カメラにまかせてキレイな写真が手間無く撮影可能。

３ 遊びゴコロをくすぐる、４つのイルミネーション

◆ 大小４つのイルミネーションがプライベートウィンドウと

連動する表現豊かなハッピーイルミネーション™を搭載。
◆ 本体を閉じると時々現れるハッピーイルミネーションが、何気

ない操作の中に驚きと楽しさを演出。また着信・メール受信時等
のイルミネーションは、43種類の豊富なパターンから選択が可能。

４ 大人気のスヌーピーのコンテンツ

待受画面、デコメ®素材、きせかえツールなどに大人気の

「スヌーピー」のコンテンツを豊富にプリインストール。

メニュー画面もヨコオープ

ンで見やすく、

操作も快適。

ヨコオープン
メニュー

ヨコオープン
メニュー

ヨコオープンスタイルで、

フルブラウザが楽しめる。

【花火】 【魚】 【花】 【スヌーピー】

Flash待受 デコメ
®

絵文字

PEANUTS© United Feature Syndicate, Inc.

PEANUTS ©United Feature Syndicate, Inc.



SH-02A 選べる8色カラーバリエーション

コンパクトリッチケータイ

※ 各スペックは暫定値です。

Universal Black Lime Green Sky Blue Wood BrownMetal Silver Ice WhiteCherry Blossom Berry Pink

約 520万画素
ＣＭＯＳ

約 3.0インチ
フルワイドＶＧＡ

サイズ
約108×49×13.9mm



1 8色カラーバリエーション

スリム・コンパクトボディに
5.2メガカメラとGPSなど機能も充実

顔検出機能やスポットオートフォーカス、6軸手ブレ補正＆被写体ブレ

補正、ピクチャライトを搭載した約5.2メガの高性能カメラ、GPSに対応

し、MAPキーで一発起動ができる便利で充実の地図アプリ、ワンセグ

機能も搭載

２ 表現力豊かなカラーサブディスプレイ

65,536色のカラー有機ELサブディスプレイを搭載。

着信時やメール受信時など、Flashでさらに見やすくカラフルに表示。

３
デザイン性と機能性を兼ね備えた美しく印象的なフォルム。

ファッションテイストに合わせて選べる、全８色のラインナップ。



F-01A タッチパネルで直感的に操作する、

ハイスペック防水ケータイ

ブラック ローズシャンパン シアン

約 520万画素
ＣＭＯＳ

約 3.2インチ
フルワイドＶＧＡ

サイズ
約111×50×17.5mm



1 3.2インチ大画面で防水対応のワンセグケータイ

約3.2インチの大画面に

お風呂やキッチンで使える

IPX5/IPX7の防水対応。

３ 顔検出オートフォーカス対応高画質5.2メガカメラ

◆タッチ操作に対応し、ピントを合わせたい被写体にタッチするだけで簡

単に撮れる「ダイレクトタッチAF」機能搭載。

◆ＩＳＯ１６００の高感度撮影に対応

２ タッチパネル＆モーションスクロールの直感操作

ビューアスタイルのメニュー画面からワンセグやカメラ、フルブラウザなど

各種機能を直感的に起動できるタッチパネルを採用。



F-03A タッチパネル搭載、ラウンドフォルムの

スライドタッチケータイ™

※ 各スペックは暫定値です。ブラックゴールドホワイト

約 520万画素
ＣＭＯＳ

約 3.2インチ
フルワイドＶＧＡ

サイズ
約114×51×19.5mm



1 3.2インチタッチパネルで直感操作が可能

タッチパネルによるくるくる操作の「タッチセレクター」により、閉じた

ままでも快適な操作が可能。

フルブラウザでは指のスライドに合わせてスクロールが可能。

３ 顔検出オートフォーカス対応高画質5.2メガカメラ

◆ タッチ操作に対応し、ピントを合わせたい被写体にタッチする

だけで簡単に撮れる「ダイレクトタッチAF」機能搭載。

◆ ISO1600の高感度撮影に対応

２ 手になじみやすいラウンドフォルムのスライド

スタイル



L-01A 高速動画撮影カメラ搭載、強化ガラストップの

タッチパネル・スライドケータイ

※ 各スペックは暫定値です。Carbon Black Platinum PinkShining White

約 510万画素
ＣＭＯＳ

約 2.8インチ
ワイドＱＶＧＡ

サイズ
約110×52×15.7mm

©Estate of Keith Haring



1 タッチパネル対応の強化ガラストップ＆直感操作

のタッチメディアを搭載

耐久性が高い強化ガラストップのタッチパネル。

ワンセグ、ミュージックプレーヤーやゲームなどを

タッチメディアで簡単操作。

３ 日英韓の3ヵ国語に対応した

マルチリンガル機能搭載

日本語･英語だけでなく韓国語にも対応。

韓国語のメニュー表示や韓国語で作成した国際SMS送受信も可能。

２
高速撮影＆スローモーション再生にも対応、

5.1メガカメラ搭載

1秒間120フレームの高速撮影が可能でゴルフやテニスの

スイングなどなめらかなスローモーション再生が可能。

【ミュージックプレーヤー】

【ワンセグ】 【Photo】

QVGA1秒間に
120フレーム

QVGA1秒間に
120フレーム



N-01A タッチパネルとスタイルチェンジが

快適な操作を可能にするNewスタイルケータイ

※ 各スペックは暫定値です。
Fine Black Precious White Misty LavenderPassion Pink

約 520万画素
ＣＭＯＳ

約 3.2インチ
フルワイドＶＧＡ

サイズ
約113×50×17.6mm



1 ｢タッチ×シェア×コミュニケーション｣

3つのスタイル

２ 3.2インチ大画面タッチパネルで直感操作

３ タッチ操作できる5.2メガカメラを搭載

大画面タッチパネルで、多彩な機能を片手で直感的に操作可能。

◆ 画面をなぞるだけで直感的に写真を
閲覧できる「クイックアルバムTM 」
を搭載

大5人までの顔検出の
優先もタッチで指定。

◆ ｢スマイルフェイスシャッターTM 」に対応した5.2メガカメラを搭載。

4 SRSサウンドで5.1ｃｈサラウンド

｢SRS TruMediaTM｣搭載。ヘッドホンをす
ればバーチャル5.1ch※も体感可能。
Bluetooth®搭載だからワイヤレスで音楽
を楽しむことができる。

多彩なサウンド効果設定を一覧で表示。

※ ステレオヘッドホン（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。

2本の指を開く／閉じる



P-01A ヨコ画面でも快適操作の「2WAYキーTM」搭載、

Wオープンスタイル®のVIERAケータイ®

※ 各スペックは暫定値です。グラファイトブラック フロスティホワイトグラマラスレッド シャンパンピンク

約 510万画素
ＣＭＯＳ

約 3.1インチ
フルワイドＶＧＡ

サイズ
約108×50×16.9mm



1 ヨコスタイルでの操作性を広げる、

「Wオープン」＋「2WAYキーTM」

◆ Wオープンスタイル®がさらに進化。タテ開き、ヨコ開きで

キー表示･配列が変わる「2WAYキー TM」を搭載

３ 高感度撮影＆顔検出オートフォーカスに対応した
高画質5.1メガカメラ

２
高画質･なめらか映像が楽しめる、

さらに進化したVIERAケータイ®

高画質技術 「モバイルPEAKSプロセッサーTM」で

コントラスト比6000:1のメリハリの効いた臨場感のある

ワンセグ映像を楽しめる。

大ISO1600相当の高感度撮影を実現し、暗い場所でも

しっかり撮影が可能。 大5人までの顔を検出するオートフォーカスに対応し

た約5.1メガカメラ搭載。

◆ フルブラウザやメール返信の文字入力が可能になるなど、

ヨコスタイルでの操作シーンが大幅にアップ

【P906i】4000：1 【P-01A】6000：1

【タテスタイル】 【ヨコスタイル】



SH-01A 8メガカメラ搭載、3.3インチ大画面、

サイクロイドスタイルのAQUOSケータイ

※ 各スペックは暫定値です。BlackWhiteBlue Pink

約 800万画素
ＣＣＤ

約 3.3インチ
フルワイドＶＧＡ

サイズ
約111×50×16.6mm



1 高精細CCD8メガ＆広角29ｍｍカメラ

◆ 約8.0メガのCCDカメラと画像処理エンジン「ProPix」

により 大ISO2500相当の高感度撮影を実現し、 暗い場所

でもしっかり撮影可能。

◆ また広角29ｍｍによるワイド撮影も可能。

３ 指をスライドするだけでロック解除が可能な

指紋認証機能搭載

光TOUCH CRUISERと決定キーの一体型で

「選択」「決定」「認証」の操作がスムーズで使いやすい

２ AQUOSで培った技術による高画質3.3インチ

フルワイドVGA「NewモバイルASV液晶」

◆ リフレクトバリアパネル＆6色カラーフィルタを採用し、

屋外でも色鮮やか。

◆「SVエンジン＋」を搭載し、赤や緑の色再現性を

一層高めるとともに高コントラストを実現。

センサー部分で
指をスライド

指紋で本人を認証



SH-03A 8メガカメラ搭載のタッチパネルケータイ

※ 各スペックは暫定値です。White PinkBlack

約 800万画素
ＣＣＤ

約 3.0インチ
フルワイドＶＧＡ

サイズ
約111×50×18.5mm



1 タッチパネル＆光TOUCH CRUISERで直感操作

◆ ビューアスタイルの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、ミュージック、

データBOX、カメラ、マンガ・ブックリーダー等を

直感的に操作できるタッチパネルを採用。

◆ 指をスライドするだけでロック解除が可能な

光TOUCH CRUISERと決定キーの一体型の指紋認証機能搭載。

３ 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｣

約1677万色の豊かな色再現力を実現した

｢NewモバイルASV液晶｣を搭載。

また「SVエンジン＋」搭載し、赤や緑の色再

現性を高めるとともに高コントラスト化を実現。

２ 高精細CCD8メガ＆振り向きシャッター搭載

◆ 約8.0メガのCCDカメラと画像処理エンジン

「ProPix」により 大ISO2500相当の高感度撮影を実現し、暗い

場所でもしっかり撮影可能。

◆ シャッターチャンスを逃さず顔を検出して

即撮影できる「振り向きシャッター」や

笑顔を検出する「笑顔フォーカスシャッター」機能を

搭載し、タッチパネルで簡単操作。

ミュージックプレーヤー

タッチパネル対応横メニュー画面



F-04A 12.8mmでタフな防水性能、

スリムワンセグケータイ

※ 各スペックは暫定値です。
BLACK REDGOLD

BLUE

約 200万画素
ＣＭＯＳ

約 3.0インチ
フルワイドＶＧＡ

サイズ
約108×49×12.8mm

「UNITED ARROWS」

Special Model



1 プライベートでもビジネスシーンでもスマートに

持ち運びができる、スーパースリム防水ボディ

３ 検索機能も充実、専用「サーチキー」で

スマートな情報収集が可能

２ UNITED ARROWS コラボモデル

カーボンプリントデザインの UNITED ARROWS スペシャルモデルも用意。

ケータイやメモ帳などを収納できる「オリジナルレザーケース」付き。◆ 金属素材の洗練された防水ケータイ世界 薄12.8mm（*1)

のスリムボディに、シーンを選ばずビジネスシーンでも

タフに使えるIPX5/IPX7の防水対応。

ワンセグ視聴中もメール閲覧時も、専用キー「サーチキー」をワンタッチ

すれば「クイック検索ウィンドウ」が起動。

iモード、フルブラウザなど対象のアプリケーションを選べば、簡単に検索

可能。

４ ビジネスに役立つドキュメントビューア、

PDFビューアを搭載

Word®・Excel ®・PowerPoint®・PDFファイルの表示に対応。

外出先からも資料の確認をすることが可能。

◆ 色ごとに異なる質感のステンレスパネルデザインを採用。

※ 写真はイメージです。ブロックRHODIAは別売です。

*1 ２つ折りタイプの携帯電話機において（2008年11月4日富士通株式会社調べ）

※「Windows」「Windows Mobile」「PowerPoint」「Excel」「Word」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。



N-04A 充実スペックの薄型スライド

NEW amadana ケータイ

※ 各スペックは暫定値です。amadana black amadana white amadana brownultimate pink

約 320万画素
ＣＭＯＳ

約 3.0インチ
フルワイドＶＧＡ

サイズ
約103×49×12.9mm

©TYCOON GRAPHICS



◆ スライドオープン時に弧を描くような形状は持ちやすく、

操作時も見やすい。

◆ 臨場感溢れるSRS社の新技術「SRS TruMedia」を搭載。

中高音をクリアにし重低音をパワフルに表現。

◆ 約3.0インチ大画面フルワイドVGA液晶、ワンセグ、

約3.2メガAF対応カメラ、Bluetooth®など高機能を満載。

２ 家電ブランドamadanaコラボレーション

◆ amadanaディレクションによるデザイン＆カラーリング、

TYCOON GRAPHICSによるグラフィック・内蔵コンテンツ

デザインに加え、細野晴臣・高橋幸宏・坂本龍一の3氏

によるHASYMOが音楽コンテンツを提供。

◆「amadana brown」 は amadanaブランドのBluetooth®

ユニット＆イヤホン同梱の amadana specialパッケージ。

©TYCOON GRAPHICS

１ 12.9mmの美しい薄型「アークスライドTM」

デザイン

３ スリムなボディに充実の機能を搭載

◆ タッチセンサー搭載により、スライドを

閉じた状態で 操作が可能。

※ 写真はイメージです。



P-04A GSMローミングにも対応

Extreme Slim®ワンセグケータイ

※ 各スペックは暫定値です。BLACK SILVERRED

約 320万画素
ＣＭＯＳ

約 3.0インチ
フルワイドＱＶＧＡ

サイズ
約110×50×9.8mm



1 上質感と高剛性を併せ持つ、

9.8mm世界 薄のステンレスボディ

３ フレーム数を2倍にした「モバイルWスピード」

でなめらかなワンセグ映像を実現

◆ 世界 薄（*1）の9.8mmを実現。

◆ 超薄型ボディに、片手でも開けやすい

ワンプッシュオープン™を搭載。

◆ 上質感と強度をあわせもつステンレスボディの採用と、

ボードモールド®技術により、薄型化を実現。

通常1秒間に15フレームのワンセグ映像を

大で2倍の30フレーム補間し、なめらかな動きも実現。

４ HIGH-SPEED 7.2Mbps対応で

快適なブラウジング、ダウンロードが可能

２ WORLD WING（３G+GSM）に対応

海外出張、海外旅行でも日本で使っている

電話番号・メールアドレスが使えるWORLD WING（3G+GSM）に対応

HIGH-SPEED（7.2Mbps）対応で、

iモード閲覧やコンテンツのダウンロードも快適に。

*1 2008年11月4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。



P-05A GSMローミングにも対応したビジネスツール

カメラレスExtreme Slim®ケータイ

※ 各スペックは暫定値です。Solid Black

約 3.0インチ
フルワイドＱＶＧＡ

サイズ
約110×50×9.8mm

カメラ非搭載



1 上質感と高剛性を併せ持つ、

9.8mm世界 薄のカメラレスボディ

３ ビジネスに役立つ機能を多数搭載

２
海外出張、海外旅行でも日本で使っている

電話番号・メールアドレスが使えるWORLD WING（3G+GSM）に対応
◆ 世界 薄（*1）の9.8mmを実現。

◆ 超薄型ボディに、片手でも開けやすい

ワンプッシュオープン™を搭載。

◆ 上質感と強度をあわせもつステンレスボディの採用と、

ボードモールド®技術により、薄型化を実現。

◆ 情報セキュリティ管理にも配慮したカメラレスケータイ

だから、ビジネスを含めたあらゆるシーンで活躍。

◆ PDF・Word ®・Excel®・PowerPoint®の表示に対応し、

外出先からも資料の確認が可能。

◆ ワンタッチで起動可能なボイスレコーダーや、

おサイフケータイ、2 in 1など、ビジネスに

活用できる機能に対応。

４ HIGH-SPEED 7.2Mbps対応で

快適なブラウジング、ダウンロードが可能

WORLD WING（３G+GSM）に対応

HIGH-SPEED（7.2Mbps）対応で、

iモード閲覧やコンテンツのダウンロードも快適に。

*1 2008年11月4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。

※「Windows」「Windows Mobile」「PowerPoint」「Excel」「Word」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。



HT-01A タッチパネル＆QWERTYキーでインターネットを

使いこなす本格派スマートフォン

ブラック ※ 各スペックは暫定値です。

約 320万画素
ＣＭＯＳ

約 2.8インチ
ＶＧＡ

サイズ
約103×52×20mm



1 タッチパネルとQWERTYキーの2つのUIを搭載

３ 長時間インターネットアクセスが可能

２ モーションセンサー搭載

モーションセンサーで向きを感知し、ブ

ラウザや写真の向きが自動で回転。

◆ 長文メールやブログ、SNSもパソコンに近い感覚で

入力ができるPCライクなQWERTYキーを搭載。

◆ WEBアクセスやメニュー操作などは指一本で可能な

タッチパネル「TouchFLOTM 3D」搭載。

グラフィカルなタッチパネルメニューで

分かりやすく操作可能。

◆ 専用数字キーやEnterキー、SHIFTキーでよりPCに

近づけたキーボードを搭載。ビジネスでも

プライベートでも活躍できる。

◆ 外出先でも安心して長時間利用できる大容量バッテリーを搭載

◆ お役立ち情報をまとめたドコモリンク集をブラウザホーム/

ブックマークに設定しており、より使いやすく

４ 「Windows Mobile 6.1」搭載＆

HIGH-SPEED 7.2Mbps

※「Windows」「Windows Mobile」「PowerPoint」「Excel」「Word」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。



HT-02A タッチパネル搭載で快適に操る

薄型デザイン･手のひらサイズ スマートフォン

ブラック ※ 各スペックは暫定値です。

約 320万画素
ＣＭＯＳ

約 2.8インチ
ＶＧＡ

サイズ
約102×51×12.4mm



1 薄型･コンパクトボディで使いやすい

タッチパネルディスプレイ ２ ４GB大容量メモリ搭載

写真や好きな音楽だけでなくパソコンで作成したWord®やExcel®、

PowerPoint®、PDFなどのファイルも持ち歩きできる４GB大容量メモリを

搭載。

◆ WEBアクセスやメニュー操作などは指一本で可能なタッチパネル

「TouchFLOTM 3D」搭載。

◆ グラフィカルなタッチパネルメニューで分かりやすく操作可能。

「Windows Mobile 6.1」搭載＆

HIGH-SPEED 7.2Mbps４

３ モーションセンサー搭載

モーションセンサーで向きを感知し、ブラウザや写真の向きが

自動で回転。

※「Windows」「Windows Mobile」「PowerPoint」「Excel」「Word」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。



SH-04A QWERTYキー搭載でメールもiモードも快適

大画面3.5インチ･フルタッチパネルケータイ

※ 各スペックは暫定値です。Black Pink GoldWhite

約 520万画素
ＣＭＯＳ

約 3.5インチ
フルワイドＶＧＡ

サイズ
約114×54×16.3mm



1 メールやiモードなど、全ての操作が片手で可能なフル
タッチパネル ３ QWERTYキー搭載でメールやブログも

すばやい作成が可能

２ 大迫力で楽しめる大型3.5インチディスプレイのAQUOS
ケータイ®

◆ ワンセグ、フルブラウザ、ゲームが大迫力で楽しめる、

大画面約3.5インチフルワイドVGA「NewモバイルASV液晶」

搭載。モーションコントロールセンサー搭載だから、

縦横も自動切替できて使いやすい。

◆ 広角29ｍｍ約5.2メガカメラは、顔検出オートフォーカス

対応でフォーカスを合わせたい顔をタッチで選択。さらに

シャッターもタッチで操作。撮影した画像をスピーディー

に再生できる「PHOTO CRUISER」も搭載。

◆ 文字入力やアプリ操作も片手で簡単、

直感的に滑らかな 操作感を実現した

タッチパネルを採用。

また、待受画面から各機能が素早く

起動できるクイックメニューを搭載。

◆ 3Dによるメニュー画面で選ぶ楽しさ

と視認性が向上。

長文メールやブログ、SNSもQWERTYキーで快適入力。

４ Bluetooth®対応＆「Virtual 5.1ch 対応 DOLBY®

MOBILE」



BlackBerry® BoldTM

世界で使われている

ハイスペックスマートフォン

※ 各スペックは暫定値です。Black

※BlackBerry®および関連する名称、ロゴはReserch in Motion Limitedの商標および登録商標です。

約200万画素
ＣＭＯＳ

約 2.7インチ
ＨＶＧＡ

サイズ
約114×66×15mm



1 PCメールを簡単セットアップ。QWERTYキーボードとト
ラックボールで快適操作 ３ レザータッチ素材のスタイリッシュデザイン

２
幅広いワイヤレステクノロジーに対応。

シームレスかつハイスピードなデータコミュニケーション
を実現

◆ HIGH-SPEED 3.6Mbpsおよび無線LAN (802.11 a/b/g) に
対応し、高速データ通信が可能

◆ WORLD WING(３G+GSM）に対応し、海外でも利用可能
◆ Bluetooth®2.0 サポート

◆ 簡単な設定のみで購入後すぐにPCメールを利用できる
◆ QWERTYキーボード搭載で長文メールやブログも

PCライクに入力可能
◆ 企業メールやPCメールを自動受信

◆ ハーフVGA（480x320）2.7インチ高精細ディスプレイ搭載
◆ 背面のレザータッチ素材が、高級感を演出

４ 大容量バッテリーで外出先でも安心

大容量バッテリーに加え、BlackBerry独自のデータ通信技術
により長時間利用を実現



Nokia E71 片手にスッと納まるQWERTYキー搭載、
薄型スマートフォン

約 320万画素サイズ
約114×57×10mm

約 2.4インチ
ＱVGA

※ 各スペックは暫定値です。White Steel Grey Steel

※Nokiaは、Nokia Corporationの商標または登録商標です。



1 薄さ10ｍｍ＆スタイリッシュフルキーボードで

軽快入力

４ インターネットラジオ、動画、ポッドキャスト

などインターネットアプリケーション

２ ビジネスとパーソナルそれぞれに 適なメニュー
を表示するライフモード切替

◆ ビジネスとパーソナル2つの待ち受け画面をボタンひとつで
切り替えることができる。

◆ それぞれの待受画面には、よく利用するアプリケーションの
ショートカットを5つ登録可能。また、それぞれ異なる2つ
のEメールの受信状況の表示や、カレンダーやタスクの表示の
有無も選択できる。

◆ 女性の手のひらにもスッと納まる横幅57mmにフルキーボード
を配列。親指の移動距離が短くEメールやブログ書込みも片手で
も素早く入力できる。

◆ ステンレス素材を多用して高級感を演出。

◆ HIGH-SPEED 3.6Mbpsや無線LAN（802.11ｂ/ｇ）を利用
して、インターネット上で提供されているサービスを楽しむ
ことができる。

◆ FMラジオはインターネットを利用して世界中の放送局の設定
を自動化、旅先で現地のFM放送を楽しむことが可能。

◆ ポッドキャストでお気に入りの番組を自動ダウンロード設定
して、好きな時に楽しめる。

３ PCメールを簡単セットアップ

◆ 簡単な設定のみで購入後すぐにPCメールが利用可能。
◆ 企業向けにはMail for Exchangeをプリインストールしている

ので、Exchangeｻｰﾊﾞとの連携で企業に 適化されたモバイル
メールの運用が可能。

ビジネス・モード パーソナル・モード



（参考）新しい端末名称について

docomo ○○ series X-01A

◆シリーズ名
docomo STYLE series
docomo PRIME series
docomo SMART series
docomo PRO series

◆各端末の商品名

例）F-01A、N-02A など

※ 上記ルールに当てはまらない機種もあります。



新サービスプレゼンテーション

【参考】





ⅰコンシェルとは

「ひつじのしつじくん」

私がお手伝いします！

「電話帳お預かりサービス」の

月額使用料105円（税込）を含みます。

また、「電話帳お預かりサービス」を

ご契約されていないお客様が

ｉコンシェルにお申し込みいただく場合、

同時に「電話帳お預かりサービス」の

お申し込みいただくことが必要となります。

ケータイが、まるで「執事」や「 コンシェルジュ」

のように、あなたの生活エリアや趣味嗜好に

合わせた情報を配信・更新。

待受画面でマチキャラが新着情報を教えてくれる。。

月額使用料 210円（税込）
※

※



1日の生活とⅰコンシェル

お住まいのエリアの天気情報

レンタルしたＤＶＤの
返却日をお知らせ

好きなアーティストの
ライブ情報

いつも行くお店のクーポン 通勤通学に利用している
鉄道の運行情報

１日の生活が

より便利に楽しく！

※サービスイメージのため、実際のインフォメーションとは異なります。



球団の試合日程 ファーストフードのクーポン スーパーのチラシ

ユーザーごとにパーソナライズされた情報を、適切な方法・タイミングで届けることができる

ストレージでの保持状況

契約者情報

各種設定情報

・電話帳入力

・スケジュール登録

・トルカ取得

・その他

・待受画面

・スケジュール

・トルカ

・電話帳

様々なコンタクトチャネルを利用し、

「自然な形」で情報更新の

気づきを与え、行動を支援する

ⅰコンシェルにおけるパーソナライズ実現の仕組み

普段の利用から、自然とパーソナライズ

されるケータイ内の様々な情報

様々なIP（情報サービス提供者）が

所有している情報群

エージェントエンジンストレージサーバー

情報を効果的に
お届けする

ユーザーの様々な
データをお預かりする

スケジュール

トルカ

電話帳



お客様にあった情報をお届けします。

マチキャラは、お好きなキャラクターに変更

できます。

インフォメーション

情報の管理・更新をしてくれる

自分にあった情報を教えてくれる

提供予定コンテンツ数（2008年11月5日現在）

ⅰコンシェルの特徴 対応機種数
計13機種

お知らせされた

スケジュールを自動で

登録・更新します。

取得したトルカ

（クーポン等）を

自動で更新します。

トルカⅰスケジュール

主なIPコンテンツ数

56コンテンツ

72コンテンツ

主なIPコンテンツ

・アーティスト ・サッカー

・プロ野球 ・百貨店

・レンタルＣＤ／DVD など

46コンテンツ

・飲食 ・百貨店

・コンビニ ・シネコン

・ＧＭＳ など

主なIPコンテンツ

docomo

STYLE
series

3機種
docomo

PRIME
series

6機種
docomo

SMART
series

3機種
docomo

PRO
series

1機種

お預かりした電話帳に、

お店の住所や営業時間など

を自動で追加します。

電話帳



主な提供企業様

おトクな運賃情報や
キャンペーンも！

大塚 愛のライブ・楽曲情報

お店のクーポン自動更新

返却日をお知らせする

浦和レッズ試合情報や
選手誕生日を配信！

店舗のセール・クーポン情報や
注目新譜のリリース情報

月替わり・週替わりのお得情報

おトクなクーポン・新商品
などの情報が

自動で更新される！

リアルとネットの
セール＆イベント情報配信

新の映画情報と
上映スケジュール

ブランド・店舗の情報を
お届けする

経営・技術・生活情報を
チェック！

提供予定コンテンツ数：210（2008年11月5日現在）



設定されている地域の警報
注意報などに関する情報を配信

設定されている都道府県に
台風が接近する場合に情報を配信

設定されている路線情報を配信

５日１５時頃
関東地方で強い地震が
ありました。

今週のイベント情報を
お届けしました。
ドコモ通りでクリスマス
イルミネーション ほか

暮らしのガイドをお届け
しました。
“湿気とニオイを防ぐ
部屋干しテクニック”

便利に使いこなしたい！
そんなあなたに、
ｉスケジュールを
オススメします。

鉄道運行情報 道路交通情報 警報/その他気象情報 台風情報

地震情報 イベント情報 暮らしのガイド その他

設定されている主要道路の
渋滞情報を配信

鉄道運行情報があります。
ドコモ鉄道
運転見合わせ

渋滞情報を
お届けしました。

東京23区に大雨・洪水
暴風・波浪・高波警報
が発表されました。

台風９号が５日
１５時ごろ発生しました。
本州に接近する
可能性があります。

設定されている都道府県で
発生した震度３以上の

地震情報を配信

設定されている都道府県で
行われるイベントに関する

情報を配信

時事や季節の話題、
生活に関する情報を配信

ドコモのサービスの
お知らせを配信

iコンシェルをお申し込みと同時に無料で利用できます。ドコモ提供コンテンツ



iコンシェルでは、マチキャラがあなたをサポートします。毎日一緒にいるからこそキャラクターにはこだわりたい！そんなあなたの為に

有名キャラクターを選べたり、自分でオリジナルキャラを作れたり、キャラクター選びにもたくさんの“楽しい”をご用意しています。

お気に入りのキャラクターが、
あなたをサポート！

パッとドラえもん

キティのマチキャラが登場！画面上でキティが動いて
電話やメールを伝えてくれるよ★きせかえも大好評♪

iモード情報料(個別課金):52円～315円(税込)

提供：サンリオ

きせかえキティ＆サンリオ

キャラクターを選ぶ

©1976,2008 SANRIO CO.,LTD.(E)
APPROVAL NO.E-491030-1

iモード情報料(個別課金):157円(税込) 提供：藤子・F・不二雄

サイトで作る・着せ替える

©D2C  Inc．2008

アプリやサイトで作ったアバターがそのままマチキャラに！着せ替えも楽しめます。
またサイトに登録したアバターをiアバターに対応する様々なサイト（SNSやゲーム）で利用することができます。ⅰアバター

［機動戦士ガンダム］

キャラクターを作る

［エヴァンゲリオン］

提供：バンダイネットワークス
©創通・サンライズ

©2008 Acrodea,Inc./©eitarosoft

アプリで作る

提供：バンダイネットワークス
©創通・サンライズ・毎日放送

［girls shopping］

提供：ブランディング
©girlsshopping

提供：バンダイネットワークス
©カラー

提供：バンダイネットワークス
©BANDAI・WiZ 2004

まめっち・ちゃまめっち・ハピハピっち
くちぱっち・たまごっち+カラー本体

提供：ぴあデジタル
コミュニケーションズ

© artlist ©PIA

パグ

およそ
1000

アイテム

提供予定コンテンツ数：36（2008年11月5日現在）

「ドラえもん」のきせかえツールが満載の「パッとドラえもん」にて
「ドラえもん」のマチキャラを配信！ドラえもんがトコトコ画面を歩いたり、

メールや電話着信を愉快にお知らせしてくれるよ。
ケータイ画面をドラえもんでめいっぱいにしちゃおう！

シャア制服＆マスク 刹那制服
綾波レイ用
プラグスーツ

Undixcors
（アンディーコール）

［機動戦士ガンダム00］

［たまごっち］

［THE DOG］



さらに便利なケータイを目指して、ｉアプリが大きく進化

ⅰアプリの進化

TCP・UDP
Ｐ２Ｐ通信

アプリのマルチタスク実行
アプリ容量は 大２Mへ

ｉアプリコールによる招集、起動
アプリ上での直接マイメニュー登録

ワンボタンで遷移可能な
ｉウィジェット画面

これらの進化を活かして新たなサービスを提供

リアルタイム通信を実現 よりリッチに、より便利に

情報アクセス性の向上他人とつながる、すぐに使える

通信
環境

広がる
仕組み

UI

実行
基盤

ⅰアプリオンラインⅰウィジェット





ⅰウィジェットとは

ボタンひとつで 新情報。

ⅰウィジェット画面に

アクセスするだけで、

複数の 新の情報を一括表示。



待受画面 iウィジェット画面 詳細画面

大８個のウィジェットアプリが
新情報に更新されて起動！

［ 利用イメージ ］

ワンボタンで
専用画面へ！

待受画面からワンボタンで
iウィジェット画面に遷移

選択すると
さらに詳しく表示

自分仕様！

簡単！

常に 新情報に！

大８個！

時計、株価情報など

よく利用するコンテンツに、

ⅰウィジェットボタン1つで

アクセス可能！！

自分仕様のケータイに！！

専用画面に好きなウィジェットアプリを
登録可能。追加・変更・位置の変更もカンタン！

待受画面から専用ボタンひとつで
ⅰウィジェット画面にすぐに切換可能

ⅰウィジェット画面にアクセスするだけで
常に 新の情報に更新

大８個までのウィジェットアプリを
貼り付け可能

ⅰウィジェットの特徴 対応機種数
計10機種

docomo

STYLE
series

2機種
docomo

PRIME
series

6機種
docomo

SMART
series

1機種
docomo

PRO
series

1機種



プリインストール ウィジェットアプリ

マクドナルドトクするアプリ

「おすすめ情報」の更新を、
マクドナルドの看板が
回転してお知らせ。

付箋アプリ

複数デザインの中から
好きなものを選択して使える

ウォーキングチェッカー

歩数をカウントし、
その数値から色々楽しめる

ぷよぷよ！ウィジェット

カンタンルールの
「ひとりでぷよぷよ」を

楽しめます。

ファミリー伝言板

あらかじめ登録した人と
スケジュール等共有できる

Start! iウィジェット

使い方の紹介と
新しいウィジェットアプリを

ダウンロード。

iWウォッチ

グラフィカルな時計を表示。
15種類の時計から

お好みを選択。

地図アプリウィジェット

現在地付近の住所を表示。
ワンクリックで、
地図アプリへ。

株価アプリ

株価情報を確認。
「日経225・TOPIX・
ヘラクレス指数」の

3指数を表示。

Google モバイル

簡単にモバイルWeb

検索機能が使用できる。

楽オク☆アプリ

楽オクからのおすすめ商品や
目当ての商品の

オークション状況を確認

©SEGA



©SEGA

©2007 Digital Chocolate, Inc.
All Rights Reserved.
©2008 ONEUPGAMES Inc.

IP提供 ウィジェットアプリ

電光掲示 発車案内

情報料：月額157円(税込)
サイト名：ぴたのり
提供：株式会社交通新聞社

NHK時計

情報料：無料
（無料サイト上に掲載）
サイト名：NHKケータイ
提供：日本放送協会

ニュースウィジェット

情報料：無料
（一部有料月額105円(税込）
サイト名：毎日新聞・スポニチ
提供：株式会社毎日新聞社

イルーナ戦記Mini

情報料：315円、420円、
525円（税込）

サイト名：イルーナ戦記
Online

提供：アソビモ株式会社

音楽情報ウィジェット

情報料：無料
サイト名：アーティスト♪

ビデオ goo
提供：NTTレゾナント

株式会社

ぷよぷよ!ウィジェット

情報料：月額315円(税込)
サイト名：★ぷよぷよ！セガ
提供：株式会社セガ

タワーブロックスMini

情報料：月額315円(税込)
サイト名：ワンボタン

タワーブロックス

提供：ワンナップゲームズ
株式会社

JAL☆便利ツール

情報料：無料
サイト名：JAL日本航空
提供：株式会社日本航空

インターナショナル

kabuウィジェット

情報料：無料

サイト名：kabu.com
証券

提供：カブドットコム
証券株式会社

恋愛の神様タロット占い

情報料：月額157円(税込)
サイト名：恋愛の神様DX
提供：株式会社インデックス

NAVITIME

情報料：無料
サイト名：NAVITIME
提供：株式会社ナビタイム

ジャパン

住人ごっち～ズ

情報料：月額315円(税込)

サイト名： 住人ごっち～ズ
提供：株式会社

epics/NIA P.

提供予定コンテンツ数：59（2008年11月5日現在）

© BANDAI・WiZ 2008
Source code © NIA P. 2008



iアプリオンラインⅰアプリオンライン



ⅰアプリオンラインとは

複数人でリアルタイムにゲームを楽しむ！

電話帳などから簡単に呼び出し可能な「ⅰアプリコール｣！

複数人で同時にゲームが楽しめる

複数人でリアルタイムにオンライン通信が可能に！

ケータイならではのお手軽オンライン通信

友達に電話をかけるイメージの簡単操作で招集呼出し！

一人でも、サーバーで対戦相手を探し出して楽しめる。

対応機種数
計10機種

docomo

STYLE
series

2機種
docomo

PRIME
series

6機種
docomo

SMART
series

1機種
docomo

PRO
series

1機種



©GIGA-RENSYA   
©SAND LOT 
©D3 PUBLIHER

©HUDSON SOFT

©SEGA

©2007,2008 ARMOR PROJECT
/SQUARE ENIX 
All Rights Reserved.

©CAPCOM

©Sony Computer
Entertainment Inc.

Tetris  ®&© 1985 - 2008 Tetris Holding, LLC. 
Licensed to The Tetris Company. Game 
Design by Alexey Pajitnov. Logo Design by 
Roger Dean. All Rights Reserved. Sub-
licensed to Electronic Arts Inc. and G-mode, 
Inc

©2001-2008 NBGI

©SEGA
CHARACTER DESIGN：
KATOKI HAJIME

©2008 Konami Digital
Entertainment©Genki Mobile  ©Arcadia©GENKI   ©Genki Mobile

IP提供 ⅰアプリ

電脳戦機バーチャロン

情報料：月額315円（税込）

サイト名：★ぷよぷよ！
セガ

提供：株式会社セガ

対戦ぷよぷよ
フィーバーDX

情報料：月額315円（税込）

サイト名：★ぷよぷよ！
セガ

提供：株式会社セガ

クイズマジックアカデミー
mobile３

情報料：月額315円（税込）
／プレイ課金あり

サイト名：コナミネットDX
提供：
株式会社コナミデジタルエンタテインメント

TETRIS LEAGUE

情報料：月額315円（税込）

サイト名：対戦ぐるじゃむ
提供：株式会社

ジー・モード

いただきストリート
MOBILE

どんどん開店！増築中！

情報料：月額525円（税込）

サイト名：スクエニモバイル
提供：株式会社

スクウェア・エニックス

ロスト プラネット

情報料：月額315円（税込）

サイト名：カプコンパーティ
提供：株式会社カプコン

地球防衛軍３MOBILE

情報料：未定
サイト名：地球防衛軍３

MOBILE（仮称）
提供：株式会社ディースリー・

パブリッシャー

みんなのGOLF
モバイル3

情報料：未定
サイト名：みんなのGOLF
提供：株式会社

ソニー・コンピュータ
エンタテインメント

対戦☆ボンバーマン＋

情報料：月額315円（税込）

サイト名：対戦☆
ボンバーマン

提供：株式会社ハドソン

通信対戦もじぴったん

情報料：月額315円（税込）

サイト名：ナムコ ゲームス

提供：株式会社
バンダイナムコゲームス

千切りオンライン

情報料：月額105円（税込）

サイト名：直感☆¥100
ゲーム

提供：元気モバイル株式会社

提供予定コンテンツ数：44（2008年11月5日現在）

首都高バトルONLINE

情報料：月額525円（税込）

サイト名：首都高バトル 3D
提供：元気モバイル株式会社



位置情報



地図上で決定ボタンを押す

「オプション」から
ストリートビューを選択

選択場所のストリートビュー表示
（「拡大」で全画面表示）

地図アプリ＆モバイル Google マップ

地図とあわせて360度のパノラマ写真が楽しめる ！

モバイル Google マップのストリートビュー

対応機種数 計10機種

docomo

STYLE
series

3機種
docomo

PRIME
series

6機種
docomo

SMART
series

0機種
docomo

PRO
series

1機種

対応機種数 計17機種

docomo

STYLE
series

6機種
docomo

PRIME
series

6機種
docomo

SMART
series

4機種
docomo

PRO
series

1機種

友人同士でお互いの場所を地図上に表示が可能。（ 大５人まで）

友人同士の
メッセージ履歴の
確認も可能。

（ 大１０件まで）

位置情報+メッセージ+写真での
新たなコミュニケーション機能！

地図トーク

みんなの
居場所確認

メッセージ
送信

画像送信

みんなどこに
いるの？

集合場所
わからないよ！どこ？

この看板が
目印だよ！

TM

※「地図トーク」は株式会社ゼンリンデータコムの商標です。 ※画面はイメージです。 ※画面はイメージです。機種により画面表示が異なる場合があります。

©2008 ZENRIN DataCom ©2008 Ｇoogle-地図データ ©2008 Geocentre Consulting, NFGIS, ZENRIN, Europa Technologies 



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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