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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.  携帯電話の番号ポータビリティ、新規事業者の参入など、通信業界における他の事業者及び他の技術等との競争の激化をはじめとする市場環境の
変化に関連して、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
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１８models / ５６colors

ヱヴァンゲリヲンケータイ

６models ２models６models ３models

１model



“自分らしさやライフスタイル”に合ったケータイが選べる４つの新シリーズに、
らくらくホンシリーズを加えた全５シリーズで展開

【従来】

５つのシリーズ



４つの新シリーズの販売状況

発売機種数 （2008年11月19日～2009年4月30日）

合計２４models

累計販売台数 各シリーズの販売比率 （2009年4月 単月）

（単位：万台）
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５００万台突破



４つの新シリーズを購入する際にお客様が重視されたポイント

「新しさ、先取り感」「新しさ、先取り感」
「機能をフルで楽しめること」「機能をフルで楽しめること」

「先進技術」「先進技術」
「最先端の操作性」「最先端の操作性」

「洗練されたデザイン」「洗練されたデザイン」
「薄型軽量であること」「薄型軽量であること」

「デザイン」「デザイン」
「豊富なカラーバリエーション」「豊富なカラーバリエーション」
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提供開始から５ヶ月弱で１００万契約※ を突破

２９１１７２

２００９年４月２０日
現在

サービス開始当初
（２００８年１１月１９日）

（単位：万契約）

ｉコンシェル

契約数の推移 コンテンツ数

◆２００９年度目標：３８０万契約

※2009年4月11日に100万契約を突破

◆位置情報に連動した機能拡張

◆地域情報コンテンツの充実

（２００９年度下期予定）

今後について



NEW PRODUCTS
＆

NEW SERVICES



電池残量が正確に
わかるようにしてほしい

自作の絵文字を使えるよう
にしてほしい

カメラの画素数を
上げて欲しい

キー入力以外の
文字入力を開発してほ

しい

ｉＤやＳｕｉｃａを設定したけれど、
ちゃんと使えるか不安・・・

防水機能がほしいけど、
選択肢が少ない

暗いところでもきれいな
画質でカメラを撮りたい

人と共有できるアプリで
ゲームを楽しみたい

インカメラの画質を
良くしてほしい

お風呂で使える
ケータイが欲しい

必要な機能だけを搭載する
自分仕様のケータイが欲しい

ＳＮＳやブログをより便利に、
より快適に使いたい

Ｗｅｂ上で表示される住所などの
テキストがコピーできない

機種変更時の設定変更
が面倒くさい

大人っぽいデザインの
ケータイが欲しい

１つの画面で見られる情報量を
増やして欲しい

海外旅行中にケータイで
自分の居場所を把握したい

電池の持ちが心配で、
予備バッテリーを常備せざる

を得ない

電池残量表示が２つになる
と不安でどうしようもない

機種が変わると操作方法が変わり
慣れるまで時間がかかる

お客様の声



ｉコンシェル

14 機種
14 機種

ｉアプリタッチ

11 機種
11 機種

音声入力メール

8 機種
8 機種

電池残量表示
の細分化

12 機種
12 機種

機種変更時の
設定情報の引継ぎ

13 機種
13 機種

ＦＯＭＡハイスピード
７．２Ｍｂｐｓ対応

18 機種
18 機種

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®

対応機種拡大

13 機種
13 機種

ｉウィジェット

13 機種
13 機種

タッチパネル
対応機種拡大

8 機種
8 機種

Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍｏｂｉｌｅ® ６．１

1 機種
1 機種

Ａｎｄｒｏｉｄ

1 機種
1 機種

フルタッチパネル

2 機種
2 機種

ｉモードブラウザの
機能拡充

13 機種
13 機種

２００９年夏モデル１８機種の主な特長

より使いやすく

さらに便利に、快適に スマートフォンの進化

ＧＰＳ機能の
海外対応

7 機種
7 機種

２ｉｎ１
メール機能向上

13 機種
13 機種



友達と対戦したい

ゲームが決まったら

ＦｅｌｉＣａを用いたケータイ同士をかざすだけの簡単なＢｌｕｅｔｏｏｔｈのペアリングで、
ｉアプリのローカル通信対戦を実現。ローカル通信なのでパケット料金も不要。

i アプリタッチ

より使いやすく

対戦ゲームが
もっと楽しく。

近くにいる友達と、対戦しよう！
遠くにいる友達とは、

オンラインで対戦しよう！

Bluetooth

i アプリタッチ i アプリオンライン

ｉアプリタッチ

を重ね
合わせるだけ！

「TETRIS LEAGUE」

VS

Bluetooth通信開始！

Tetris ®& ©1985 - 2009 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.

は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。



お客様のお好みのフィード（ＲＳＳ）とリンク（オンラインブックマーク）を

ｉＭｅｎｕＴＯＰに表示できる「マイニュース・マイリンク」が提供開始！

お客様が登録したサイトの更新情報を

ｉＭｅｎｕＴＯＰで確認することができます。

お客様が登録したサイトへのリンクが

ｉＭｅｎｕＴＯＰに表示され、そのサイトへ

簡単にアクセスできます。

マイニュース機能

マイリンク機能

インラインフラッシュ動画に

iモードで対応し、より手軽に

迫力のある映像を。

ページ内動画再生（ＦＬＶ）対応

入力支援を備えたサイトや、

リッチなサイトの作成が可能。
ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ対応

１００ＫＢ→５００ＫＢに拡大

より表現力豊かでリッチなコンテンツに。

ｉＭｅｎｕリニューアル！

ページサイズの拡大＆ＶＧＡ対応

十字キー操作で
画面上の
左右の移動が可能に！

iモードブラウザの機能拡充

より使いやすく

ｉＭｅｎｕの即時起動

「 i 」ボタンを押すと
ｉＭｅｎｕを即表示

ページサイズの拡大



文字入力が面倒でも、ボタン操作が苦手でも、声ですばやく、しかも簡単にメール本文を作成することができます。

認識結果が表示

音声認識
サーバ

音声入力メールに対応

クイック検索の音声対応

【利用者の声】

伝えたい内容が多く、携帯電話に長文を入力
するのは時間がかかるから嫌だったけど、
この「音声入力メール」なら思ったより簡単で
短時間で完成します。
(50代主婦)

パソコンのキーボードに慣れているので、
携帯のキーを打ち込むのはイライラする。
「音声入力メール」を使ってみたら、漢字変換も、
文節区切りも会話の内容を読み取って
思い通りに入力してくれて、とっても便利。
(40代主婦)

より使いやすく

マイクに向かって話す「開始」を押下 サーバで音声を認識

「音声入力」を選択 「開始」を押下 マイクに向かって話す 認識結果が表示 検索



待受画面に表示される電池アイコンが、

現状の３段階から５段階に変更

メニューから電池残量を

チェックする際は

１００％表示も可能

機種変更をしても、以前の機種で設定していた内容が
引継がれます。

Ｂアドレスのメール送受信が、Ｗｅｂメールだけで

なく、本体でも可能に。デコメールや添付ファイルも

送信ができるようになりました。

海外でもＧＰＳ測位による現在地確認や目的地までの

ナビゲーション表示が可能となります。

※対応機種同士のみ引き継ぎ可能

サービス内容 現在地確認 ／ ナビゲーション など

［ iモード地図情報サービス提供者 ］

２ｉｎ１ メール機能向上

機種変更時の設定情報の引継ぎ電池残量表示の細分化

ＧＰＳ機能の海外対応

より使いやすく

【引継ぎ可能な設定】

◆メール設定 ： 自動振分け設定、文字サイズ設定、

メール選択受信設定など
◆各種設定 ： 登録外着信拒否、指定着信許可・拒否、

非通知着信設定、伝言メモなど
◆ユーザデータ ： リダイヤル、着信履歴、送信/受信アドレス一覧
◆文字入力 ： ユーザ辞書、学習履歴
◆Ｌｉｆｅｋｉｔ ： アラーム



ひとりひとりのあなたへ



◆色の組み合わせや素材など、デザインの「選べる楽しさ」を追求
◆ 防水ラインナップが充実

“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。

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。

ラウンドフォルムが美しい、
ビューティー防水ケータイ

Ｆ－０８Ａ

タッチパネル搭載、楽しさと美しさの
シンプルスライドスタイルケータイ

Ｌ－０４Ａ

多彩なイルミネーションが美しい、
８．１メガカメラ搭載 Ｍｙ Ｅｌｅｇａｎｔ ＳｌｉｍTM ケータイ

Ｎ－０８Ａ



“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。

かんたんキレイに撮れる８．１メガカメラ搭載、
スタイリッシュなスイングスライド®ケータイ

Ｐ－０８Ａ

お風呂やキッチンで置いて楽しめる、
防水Ｗオープンスタイル®ケータイ

Ｐ－１０Ａ

ＣＣＤ８メガカメラ搭載、
利用シーンが広がるエレガント防水ケータイ

ＳＨ－０５Ａ

©2009 GROOVISIONS

©NHKエンタープライズ ©カッパ座 ©金子満
©川本プロダクション ©スタジオジャピポ
©人形劇団クラルテ Arranged by PansonWorks



◆１０Ｍカメラや高感度撮影でキレイ撮り
◆送信時最大５．７Ｍｂｐｓ、従来の約１５倍の高速アップロードに対応した機種も登場
◆ＦｅｌｉＣａを用いた簡単Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続「ｉアプリタッチ」による新しい利用スタイル

６models

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。



ハイスペック×スライドヨコモーションが新しい、
大画面タッチパネルケータイ

Ｆ－０９Ａ

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。

簡単アップロード対応。
ＧｏｏｇｌｅTM サービスキー搭載のタッチパネルケータイ

Ｌ－０６Ａ

８．１メガカメラ＆Ｗｉ－Ｆｉ®搭載の
タッチパネルケータイ

Ｎ－０６Ａ



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。

毎日をスポーツするケータイ
「ＳＰＯＲＴＳ ＥＤＩＴＩＯＮTM」

Ｎ－０７Ａ

大画面サブディスプレイ搭載で多彩な撮影スタイルが楽しめる
８．１メガカメラのＶＩＥＲＡケータイ®

Ｐ－０７Ａ

ＣＣＤ１０メガ本格派デジタルカメラケータイ
シャッターチャンスに強い「ＡＱＵＯＳ ＳＨＯＴ」

ＳＨ－０６Ａ

©Kashiwa Sato
©NTT DOCOMO



◆カラーごとに異なる素材イメージを用いたデザイン
◆自然な通話音質にもこだわった実用機能を搭載

２models

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。



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

８．１メガカメラ搭載、機能にもこだわった
エグゼクティブスリムTMケータイ

Ｎ－０９Ａ

自然な通話音質にこだわった
「ナチュラルトークTM」搭載、１２．５ｍｍのスマートケータイ

Ｐ－０９Ａ



◆先進テクノロジーの搭載
◆デジタルツールとしての進化

３models

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。



ケータイするＧｏｏｇｌｅTM

ＨＴ－０３Ａ

薄さ９．９ｍｍ、４．１インチワイドＶＧＡ液晶
フルタッチパネルの高性能インターネットケータイ

Ｔ－０１Ａ

ダブル・ワンセグ＆ブルーレイディスクレコーダー
連携機能搭載のＡＱＵＯＳケータイ

ＳＨ－０７Ａ

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。



ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破 NERV特別仕様ケータイ
発売計画

TOP SECRET

機密



「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」とコラボした
スタジオカラー監修の「NERV官給品ケータイ」

２００９年６月２７日公開の新劇場版「破」の劇中で、
メインキャラクターが本商品を使用予定

監修：庵野 秀明（映画総監督）

/スタジオカラー（映画制作会社）

商品コンセプト：NERV官給品ケータイ

※上記イラストは劇中のものではありません

©カラー



リアリティーを追求した内蔵コンテンツ

オリジナルきせかえツール オリジナルデコメピクチャ

他にも、映画に初登場する新キャラクターのコンテンツを発売後に追加配信



50%BE@RBRICK

専用キャリングケース

別冊取扱説明書

オリジナル個装箱

限定の完全オリジナル同梱物



販売方法

全国３万台限定

販売台数

販売チャネル

2009年6～7月
（予定）

販売開始予約受付

１万台－通常販売

・量販店

・一般販売店

・ドコモオンラインショップ

２万台

2009年

6月5～15日

（予定）

事前予約*ドコモショップ

販売台数時期販売方法販売チャネル

＊事前予約申込および商品受取はすべてドコモショップ店頭のみとなります。



PRODUCT LINE UP

【参考】





F-08A ラウンドフォルムが美しい、

ビューティー防水ケータイ

サイズ
約 109×50×15.4mm

約 3.0インチ
フルワイドVGA

※ 各スペックは暫定値です。

約 520万画素
CMOS

Ｐｒｅｃｉｏｕｓ ＢｌａｃｋＰｅａｒｌ ＷｈｉｔｅＭｙｓｔｉｃ Ｐｕｒｐｌｅ
Ｂｅａｕｔｙ Ｐｉｎｋ（ｅｒｉｋｏｎａｉｌ＊スペシャルモデル）
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フォルムもイルミも「美しさ」にこだわり
水深１．５ｍでも使える防水ケータイ

肌をより美しく、瞳をより大きく撮れる、
５．２メガ高画素カメラ搭載

体の動きを感知する「エクササイズカウンター
（活動量計）」で「キレイ」をサポート

◆見ても触っても美しいなめらかなラウンドフォルム。
◆お風呂やキッチンでメールやワンセグを楽しめるIPX5/IPX7等級の

防水性能。さらに世界初※IPX8等級を取得。水深1.5mでもカメラが使える。

◆erikonail*コラボレーションによるネイリスト黒崎えり子デザインの
スペシャルモデル「Beauty Pink」を用意。

◆ハートストーンの埋め込みやキー印字が、ピンクグラデーションに花を添える。
ジュエリーカットを施した4カラットのキュービックジルコニアを使ったオリジナル
の「エリコハートチャーム」付き。

◆ケータイを閉じるとカラーごとに異なるヒカリが美しく浮かび上がる
アートイルミネーションと、開けても美しくケータイを彩る７色の
レインボーキーイルミネーション。

CLOSE OPEN

◆顔検出技術を使って肌を美しくしたり、瞳を検出して目を自然に
強調し撮影する「美肌＋ひとみ強調モード」を搭載。

美肌+ひとみ強調モード

◆従来の歩数計では測定できなかった、同じ距離でも歩く場合と
走る場合での運動強度の違いを基に、正確な消費カロリー量を測定可能。

◆タニタ社の体組成計・血圧計の測定結果を赤外線で受信して管理も可能。

※2009年5月18日現在、携帯電話において富士通調べ。

◆笑顔度表示でより楽しくなった「スマイルファインダー」に対応。
笑顔を検知して自動的に撮影するからシャッターチャンスを逃がさない。

◆撮影するシーンに応じて自動的に 適な画質調整が可能な「自動
シーン認識」を搭載。



L-04A タッチパネル搭載、

楽しさと美しさのシンプルスライドスタイルケータイ

サイズ
約 110×52×15.9mm

約 3.0インチ
ワイドVGA

※ 各スペックは暫定値です。

約 510万画素
CMOS

Ｐｉｎｋ ＷｈｉｔｅＭｅｔａｌｌｉｃ ＳｉｌｖｅｒＹｅｌｌｏｗ



◆日本語、英語だけでなく、韓国語にも対応し、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。

◆韓国へのSMSはもちろん、L-04A同士、またL-01AやL-06Aユーザー
とも韓国語のSMSの送受信が可能。

◆約3インチ大画面タッチパネルで、閉じたままでも操作がスムーズに。
◆女性の爪先で押しても簡単に操作ができる、感圧式タッチパネルを採用。
◆押しやすく見やすいキーパッドを搭載した飽きのこない美しいスライドスタイル。
◆7色の光を美しく放つLEDイルミネーションホームキーを搭載。

◆電話やメールのコミュニケーションで現れる20種類以上のオリジナル
アニマルキャラクターが、タッチパネル操作をもっと楽しく演出。

◆待受け中に間違い探しや神経衰弱が遊べる、タッチパネルならでは
新感覚ゲームをプリインストール。

◆タッチ操作で楽しく動く、6種類のきせかえツールをプリインストール。
◆1500種類ものデコメ絵文字がメールをさらに楽しく。

タッチ操作だけでもメール作成が可能。

◆撮った写真などに絵やアニメをお絵かきしてメールで送れる
「モーションお絵かきTM」機能搭載。
お絵かきのプロセスをFlash®で再生して見ることが可能。

◆モザイクや魚眼レンズなど豊富な撮影効果の「おもしろフェイス
撮影モード」でカメラがもっと楽しく。

◆手軽に多彩なバリエーションのスライドショーが作成できる「Muvee Studio」
を搭載。手のひらサイズのデジタルフォトフレームとしても楽しめる。

◆1913年ドイツで設立された世界トップクラスの光学機器メーカー、
シュナイダー社の認定レンズできれいに撮れる。

1 美しいスライドスタイルに、
爪先でも押しやすいタッチパネル搭載

楽しい撮影効果や写真のスライドショー作成など、
カメラ機能もさらに充実3

2 アニマルキャラクターが待受を楽しく演出する
充実のオリジナルコンテンツ

4 マルチリンガル対応

お絵かきした過程を、Flashで見ることが可能。７色に光る
キーパッド搭載



N-08A 多彩なイルミネーションが美しい、

８．１メガカメラ搭載 Ｍｙ Ｅｌｅｇａｎｔ Ｓｌｉｍ™ ケータイ

サイズ
約 109×50×13.9mm

約 3.2インチ
フルワイドVGA

※ 各スペックは暫定値です。

約 810万画素
CMOS

Ａｉｒｙ Ｗｈｉｔｅ Ｎｕａｎｃｅ Ｇｏｌｄ Ｓｈａｄｏｗ ＢｌｕｅＰｅｒｆｕｍｅ Ｐｉｎｋ
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多彩なイルミネーションが美しい、
機能充実の１３．９ｍｍスリムデザイン

大切な瞬間をきれいに残せる８．１メガカメラ

自分だけのオリジナルデザインを
セレクトできる「マイセレクト®」3

4 約３．２インチ大画面液晶
＆使いやすさにこだわった充実の機能

◆背面には千鳥格子と丸いフォルムがふんわり浮かび上がる２つの
イルミネーション、開いた内側には30種類のパターンから選べる
「カラフルキーイルミネーション®」を搭載。

◆約3.2インチのフルワイドVGA液晶や約8.1メガカメラも搭載して、
薄さ13.9mmを実現 。

◆笑顔を検出して自動でシャッターが切れる「スマイルモード」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。

◆6軸手ブレ＆被写体ブレのダブル補正機能のほか、
「ペット」「料理」など多彩な撮影モードで、よりキレイに写真撮影。

◆240度のパノラマ撮影にも対応。友人との集合写真も一度に撮影できる。

◆背面パネルやイルミネーションのデザインを、自分の好みに合わせて
選べるマイセレクトモデルを、ドコモオンラインショップで期間限定販売。

◆毎日、待受画面に色々なハート柄が現れるきせかえツールと
専用キット箱で、特別感が更にアップ。

◆鮮やかで美しい、約3.2インチフルワイドVGA液晶搭載。
◆１秒間に120フレームの高速撮影を行う「スピードムービーTM」に対応。

ゴルフスイングの確認などに役立つ、動画のスローモーション再生も可能。
◆ＷＯＲＬＤ ＷＩＮＧ（３Ｇ＋ＧＳＭ）に対応。
◆毎日のカロリー計算や健康管理に気軽に使えるウォーキングカウンター搭載。
◆クイック検索時に検索ワードを音声で入力可能。
◆話すだけでカンタンにメールの作成が可能な「音声入力メール」にも対応。

「Perfume Pink」「Airy White」をベースに、
それぞれ3パターン（フラワー、ハート、千鳥）の
背面パネルから選択可能。

イルミネーションパターンはアルファベット26文字、
マーク5種類（スター、フラワー、ハート、
オープンハート、千鳥）から選択可能。

フラワー ハート 千鳥 フラワー ハート 千鳥
< ホ ワ イ ト > < ピ ン ク >



P-08A かんたんキレイに撮れる８．１メガカメラ搭載

スタイリッシュなスイングスライド®ケータイ

サイズ
約 112×50×17.9mm

約 3.1インチ
フルワイドVGA

※ 各スペックは暫定値です。

約 810万画素
CMOS

Ｉｖｏｒｙ ＷｈｉｔｅＭｉｎｔ Ｃｈｏｃｏ Ｍａｔ ＢｌａｃｋＭａｇｅｎｔａ

©2009 GROOVISIONS
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メールやブログが書きやすい
ウェーブタイルキー®のスイングスライド

かんたんキレイに撮れる「おまかせキレイ」の
８．１メガカメラ＆高画質ワンセグ搭載

人気デザイングループ
「ＧＲＯＯＶＩＳＩＯＮＳ」による内蔵コンテンツ3

◆スライドを開くと画面が斜めに起き上がる段差の少ないスイングスライド、
操作性を重視した立体形状のウェーブタイルキー、スピードセレクター®で
メールもサイトでの文字入力も簡単。

◆モダンインテリアのように美しいツートーンカラー。

◆デジタルカメラ並みの高画質8.1メガカメラ搭載。被写体ブレを抑えて
暗い部屋でもキレイに撮れる「高輝度LEDフラッシュ」搭載。

◆撮りたいものにレンズを向けるだけで撮影状況を自動認識、 適な設定で
撮影してくれる「おまかせiA（インテリジェントオート）」搭載。
※認識モード：「顔認識」「風景認識」「夜景＋人物認識／夜景認識」

「接写認識」「動き認識」
◆高精細ワンセグを約3.1インチ大画面液晶で楽しめるVIERAケータイ®。

◆人気デザイングループ「GROOVISIONS」によるオリジナルコンテンツを
豊富にラインナップ。時間の流れに沿って、自然の中で生活する動物や
風景が移り変わる待受Flash「Animals」や「Drive」の他、
メニューや待受画面、電池・アンテナアイコン、発着信アニメ、着モーション、
きせかえツール等が楽しめる。

©2009 GROOVISIONS



P-10A お風呂やキッチンで置いて楽しめる、

防水Ｗオープンスタイル®ケータイ

サイズ
約 109×50×17.9mm

約 3.0インチ
フルワイドQVGA

※ 各スペックは暫定値です。

約 320万画素
CMOS

ＢＬＡＣＫ ＷＨＩＴＥＰＩＮＫ ＧＯＬＤ

©NHKエンタープライズ ©カッパ座 ©金子満
©川本プロダクション ©スタジオじゃぴぽ
©人形劇団クラルテ Arranged by PansonWorks
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お風呂やキッチンでも楽しめる、
なめらか高画質ワンセグ搭載の防水Ｗオープン

ヒカリの表現が進化した、
イルミネーション＆カラーサブディスプレイ

人気キャラクターがカワイイ、豊富な内蔵コンテンツ

毎日使うものだから開けやすく、メールが打ちやすい

◆お風呂やキッチンなど水まわりに置いても、
ヨコ画面でメールが読めたりワンセグを楽しめる
「防水Wオープンスタイル®」。

◆サブディスプレイと連動する表現豊かなイルミネーションのほか、
本体を閉じると時々現れる「ハッピーイルミネーションTM」が、日常の何気ない
操作の中に驚きと楽しさを演出。表示色を自分の好きな色に変えられる
カスタマイズ機能も搭載。

◆待受画面、デコメ素材、きせかえツールなどに、「できるかな」のゴン太くん、
ノッポさんをはじめ、テレビキャラクターを豊富にプリインストール。

◆「ｉコンシェル」対応のマチキャラにも対応し、毎日の生活を楽しくサポート。
◆1000種類のデコメ絵文字をプリインストール。デコメ絵文字が変換候補

にも挙がる。

◆濡れた手でも開けやすい、「ワンプッシュオープンTM」。
◆ボタンの文字が見やすく、丸みをもたせたボタンデザインで、

メールが打ちやすい。

◆手にすっとなじむ、ラウンドフォルム。
◆聞こえやすい＆見やすい「しっかりトーク®」、「ゆったりトーク®」搭載。

◆キッチンタイマー搭載の料理レシピアプリ
「ケータイTOOL＜クッキング＞お料理できるかな」をプリインストール。

◆「モバイルWスピードTM」を搭載し、キレイでなめらかな映像が楽しめる
VIERAケータイ。

©NHKエンタープライズ ©カッパ座 ©スタジオじゃぴぽ
©人形劇団クラルテ Arranged by PａｎsonWorks

時計表示色 ８パターン

文字色連動の着信イルミネーション １２パターン
クローズイルミネーション ６パターン

サブディスプレイ

©NHKエンタープライズ ©カッパ座 ©金子満
©川本プロダクション ©スタジオじゃぴぽ
©人形劇団クラルテ Arranged by PansonWorks



SH-05A ＣＣＤ８メガカメラ搭載、

利用シーンが広がるエレガント防水ケータイ

サイズ
約 109×50×15.3mm

約 3.0インチ
フルワイドVGA

※ 各スペックは暫定値です。

約 800万画素
CCD

Ｗｈｉｔｅ Ｂｌａｃｋ Ｐｉｎｋ Ｂｌｕｅ Ｇｒｅｅｎ
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３つのテクスチャーイメージが美しい防水ケータイ

夜景や動く被写体でも簡単キレイに取れる
ＣＣＤ８メガカメラ

デコメ絵文字入りメールにワンタッチ変換、
楽しいメール機能3

4 「ＭＡＰ」キーが更に便利に

◆エレガントなメインボディ、上質な金属調のヘアライン仕上げ、
サブディスプレイ部分の見やすさと美しさを実現するハーフミラー仕上げ、
3種類の異なるテクスチャーイメージを効果的にパネルに施した

美しいデザイン。
◆プールサイド、バスルームやキッチンでもメール・ワンセグを楽しめる

IPX5／IPX7等級の防水性能。

◆デジタルカメラ画質を実現する画像処理エンジン「ProPix」搭載で
夜景やイルミネーションを美しく撮影できる。 大ISO12800相当の
高感度撮影機能に対応し、花火などヒカリの軌跡もキレイに撮れる
長時間露光撮影を採用。

◆高速シャッターや静止画Ｗブレ補正機能を搭載。
◆大勢の撮影に便利な「広角29ｍｍのワイド撮影」や、

動き回るペットや子供も逃さず撮影できる「チェイスフォーカス」、
明るさ補正や逆光補正機能など充実の機能搭載。

◆撮影する被写体に合わせて、 適な撮影モードを自動的に判別して
切り替えるシーン自動認識機能を搭載。

◆通常のテキストメールに、ワンタッチでデコメ絵文字を入れたり、
背景色を変えたデコメールにできる「絵文字プラス」にも対応。

◆地図アプリをワンタッチで起動できる
「MAPキー」搭載。現在地確認や
ナビゲーションをより使いやすく。

◆動画で撮影した友達の顔などを、自分だけのデコメピクチャや
デコメ絵文字に変換できる「モーションデコ」を搭載。





F-09A ハイスペック×スライドヨコモーションが新しい、

大画面タッチパネルケータイ

サイズ
約 114×51×18.5mm

約 3.4インチ
フルワイドVGA

約 810万画素
CMOS

ブラック ホワイト ピンク

※ 各スペックは暫定値です。



1 約３．４インチ大画面タッチパネル
＆スライドヨコモーション

自動シーン認識や笑顔度表示にも対応した
８．１メガカメラ

地図の方向表示やロケーションレーダーにも対応した、
進化したモーションセンサー

運動強度をリアルタイムに計測する
「エクササイズカウンター（活動量計）」を搭載

2

3

4

◆閉じたままでも直感操作が可能な約3.4インチの大画面タッチパネルに
「ヨコモーション」がプラス、あらゆる操作シチュエーションに対応する
ベストスタイルを創出。

◆デジタル一眼レフ画像処理エンジンのMilbeaut®（ミルビュー）技術を継承したMilbeaut Mobileに対応した8.1メガカメラ搭載。
◆撮影シーンに応じて 適な画質調整が可能な自動シーン認識を搭載。
◆笑顔度表示でより楽しくなった「スマイルファインダー」に対応。笑顔を検知して自動的に撮影するからシャッターチャンスを逃がさない。
◆手ブレ補正、被写体ブレ補正、 大ISO3200相当の高感度撮影に対応した「トリプルブレガード」を搭載。
◆顔検出技術を使って肌を美しくしたり、瞳を検出して目を自然に強調し撮影する「美肌＋ひとみ強調モード」を搭載。

◆ケータイの動きを感知するモーションセンサー搭載で、自分が向いている
方向にあわせて地図が表示されたり、目的地の方向と距離を教えてくれる
ロケーションレーダーに対応。

◆スライドを閉じたままでも画面の向きを自動で切り替えたり、ケータイの
傾きによる画面スクロールも可能。置き忘れの際も、無操作状態を
感知してロックがかかる置き忘れセンサーにも対応。

◆正確な消費カロリー量を測定できる身体活動量測定アルゴリズムを実装した
専用エンジンを世界で初めて搭載。
例えば従来の歩数計では測定できなかった、同じ距離でも歩く場合と
走る場合での運動強度の違いを基に消費カロリー量を測定可能。

◆タッチ操作範囲が広がり、全ての機能が
MENUから選択・起動。待受画面上の着信履歴等
のアイコンも大きく表示される「待受ランチャー」に
よってカンタンにタッチ操作が可能。

自分の向きが変わると
地図の向きが変わる！

目的地をサーチするだけで
すぐに方向と距離を教えてくれる！



サイズ
約 110×52×15.4mm

約 3.0インチ
ワイドVGA

約 510万画素
CMOS

※ 各スペックは暫定値です。

Ｈｙｐｅｒ Ｒｅｄ Ｈｙｐｅｒ ＷｈｉｔｅＨｙｐｅｒ Ｓｉｌｖｅｒ

L-06A 簡単アップロード対応。

ＧｏｏｇｌｅTM サービスキー搭載のタッチパネルケータイ



1 ＧｏｏｇｌｅTM サービスメニューにワンプッシュアクセス可能な
ＧｏｏｇｌｅTMサービスキー搭載

写真や動画もブログなどに簡単アップロード

タッチパネルの直感的な操作を楽しむ

ドルビー®モバイル対応＆マルチリンガル機能

2

3

4

◆Google サービスキーをワンプッシュすることで、Google サービスメニュー
が起動し、簡単にすばやくアクセス。

◆5.1Mカメラで撮影した動画や高画質の写真データをダイレクトに
YouTubeTMやPicasaTMへアップロードして友達や家族と共有できる。

◆送信時 大5.7Mbps、受信時 大7.2Mbpsの
FOMAハイスピードに対応。

◆タッチ操作が快適な、約3.0インチのタッチパネルを搭載。
◆タッチパネル、テンキーどちらも搭載することで、操作性がさらに向上。

◆ドルビーモバイルに対応し、臨場感ある高品位なサウンドを楽しめる。
◆日本語、英語だけでなく、韓国語にも対応し、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。
◆韓国へのSMSはもちろん、L-06A同士、またL-01AやL-04Aユーザー

とも韓国語のSMSの送受信が可能。

◆撮った写真を自由に組み合わせて音響効果やイメージ効果をプラスした
オリジナルのクリップを作成できるハンディフォトフレーム「Muvee Studio」を搭載。

◆写真などに手書きした絵をメールで送れ、さらに手書きのプロセスをFlashで
再生することもできる「モーションお絵かき」機能搭載。

◆顔検出機能を使い、人物の顔に様々な加工がされる「おもしろフェイス
撮影モード」機能搭載。



N-06A ８．１メガカメラ＆Ｗｉ－Ｆｉ搭載の

タッチパネルケータイ

サイズ
約 113×50×18.9mm

約 3.2インチ
フルワイドVGA

約 810万画素
CMOS

※ 各スペックは暫定値です。

Ｓｕｐｒｅｍｅ ＳｉｌｖｅｒＡｃｔｉｖｅ Ｒｅｄ Ｍａｓｔｅｒ Ｂｌａｃｋ



1 静止画も動画もキレイに残す高画素８．１メガカメラ

Ｗｉ-Ｆｉで写真アップロードも動画ダウンロードも快適

使いやすさにこだわったＴ－ＳＴＹＬＥTM＆タッチパネル

ケータイをＷｉ-Ｆｉアクセスポイントにして
オンライン対戦ゲームを楽しめる2

3

4

◆ 大５人までの顔を自動的に検出する「顔検出オートフォーカス」機能や、
笑顔になった瞬間に自動的にシャッターが切れる「スマイルモード」を搭載。

◆２４０度のパノラマ撮影にも対応し、スケールのある風景や多くの仲間を
一度に撮影できる。

◆地上デジタル放送にも使われている高音質のACCに対応し、
動画の音もキレイに記録可能。1秒間に120フレームの高速撮影を行う
「スピードムービーTM」にも対応し、スローモーション再生が可能。

◆撮りためた写真をWi-Fiを使って自動的にネット上（1GB無料）へ
アップロードする「ライフストレージTM」に対応。
ネット上でアップロードした写真を友達と共有したり、PCや
ケータイにダウンロードすることも可能。

◆Wi-Fi接続で送受信 大54Mbpsの
高速パケット通信が可能。

◆自宅などのブロードバンド環境を
利用して通話もパケット通信も
おトクに利用できる「ホームU」にも対応。

◆タッチスタイルTMでメールを確認後、スタイルチェンジをすると、
横２画面で受信メールを確認しながら返信メールを
作成できる 「参照返信」機能搭載。

◆タッチ操作でフルブラウザ起動ができ、
タッチパネル専用ツールバーを
使ってスムーズなタッチ操作が可能。

◆Wi-Fiを使ってケータイとWi-Fi内蔵機器を繋ぎ、ネットワーク接続が可能。
お手持ちのポータブルゲーム機とケータイを繋ぐことで、外出先でも
ケータイをWi-Fiアクセスポイントにして、全国のゲームユーザと
オンラインゲーム対戦が可能

N-06Aがアクセスポイントの代わりになる!

スローモーション撮影でフォームの確認もバッチリ！



N-07A 毎日をスポーツするケータイ

「ＳＰＯＲＴＳ ＥＤＩＴＩＯＮTM 」

サイズ
約 103×49×14.6mm

約 3.0インチ
フルワイドVGA

約 320万画素
CMOS

※ 各スペックは暫定値です。

ＣＹＡＮ ＷＨＩＴＥＶＥＲＭＩＬＩＯＮ ＣＨＥＣＫＥＲ

©Kashiwa Sato
©NTT DOCOMO



1 2

4

外観デザインや内蔵コンテンツにもこだわった
「ＳＰＯＲＴ ＥＤＩＴＩＯＮ」

楽しみながら続けられるコナミスポーツクラブ監修
スポーティアプリケーション

ＳＲＳ ＳＯＵＮＤでバーチャル５．１ｃｈの
臨場感ある音楽を楽しむ

◆「SPORTS」をキーワードにアートディレクターの佐藤可士和氏が監修。
チェッカーフラッグやビビッドなブルーなどスポーティなカラーバリエーション。
デジタルストップウォッチをイメージしてフォントから作り込んだ待受画面
などのコンテンツがCoolなスポーティ感を演出。また、サウンドコンテンツは
音楽ユニット「元気ロケッツ」をプロデュースする水口哲也氏が制作。

◆距離、時間、歩数、ラップタイム、消費カロリー、脂肪燃焼量など
ランニング中に確認したい情報が一画面に全て表示可能。

◆累計歩数や消費カロリーなどの運動成果に応じて変化する楽しい
コンテンツを多数搭載しているので飽きずに運動を続けられる。

◆運動目的や気分に合わせて選べる４種類のモードを搭載。

◆中高音をクリアにし重低音をパワフルに表現する「SRS TruMediaTM」に対応。
◆ランニング／ウォーキング中に簡単操作でミュージックプレーヤーが起動。
◆Bluetooth対応で、音楽やワンセグも楽しめる他、ｉアプリタッチにも対応。

◆約3インチ液晶を搭載したコンパクトなアークスライドTM形状。
表面に高強度の強化ガラスを採用しキズに強く安心。

3 音声や傾きによる直感的な操作にも対応

◆ケータイの向きを感知して自動的に
表示方向が変わるため、ワンセグや
フルブラウザなどは傾けるだけで
縦画面から横フル画面に
画面の向きが変わり快適に楽しめる。

◆クイック検索時に検索ワードを音声で入力可能。
◆話すだけでカンタンにメールの作成が可能な「音声入力メール」にも対応。

◆コナミスポーツクラブ提供のウィジェットアプリを搭載。
◆コナミスポーツクラブのｉモードサイトに登録すると、歩数計データを

アップロードしてデータベースへ記録し、長期間にわたる履歴管理や
食事管理など統合的な健康管理が可能。

©Kashiwa Sato
©NTT DOCOMO



P-07A 大画面サブディスプレイ搭載で

多彩な撮影スタイルが楽しめる８．１メガカメラのＶＩＥＲＡケータイ®

サイズ
約 108×50×17.5mm

約 3.1インチ
フルワイドVGA

約 810万画素
CMOS

※ 各スペックは暫定値です。

ストライプホワイト パールピンクドットブラック



1 かんたんキレイ「おまかせｉＡ」搭載。
デジタルカメラスタイルで即撮りも可能な約８．１メガカメラ

さらになめらか＆メリハリ＆鮮やかな高画質ワンセグ

多彩な機能表示が可能な高精細
大画面約２．０インチカラーサブディスプレイ搭載

人気アプリ「機動戦士ガンダムオンライン プロローグ版」
「レイトン教授と悪魔の箱」を搭載。

2

3

4

◆高輝度LEDフラッシュ搭載で暗い場所の夜景も人物もキレイに撮影可能。
撮りたいものにレンズを向けるだけで撮影状況を自動で認識し、

適な設定で撮影できる「おまかせiA」に対応。
◆大画面約2.0インチのカラーサブディスプレイだから、表情を見ながらの

自分撮りや、ケータイを閉じたままデジタルカメラスタイルなど
多彩なスタイルで撮影が可能。

◆高コントラスト10000：1を実現する「モバイルWコントラストAI」を搭載し
立体感のある映像を楽しめる。「高色再現性液晶」で、より鮮やかで
自然な色表現が可能に。

◆約2.0インチのカラーサブディスプレイに、新着メールやｉチャネルの
テロップ表示、ミュージックプレーヤー画面などの情報を表示可能。

◆フレームレート変換技術「モバイルWスピード」が更に進化し、
ワンセグ映像を 大4倍の60フレームに変換してよりなめらかな動きを表現。

「機動戦士ガンダムオンライン プロローグ版」：©創通・サンライズ ©NBGI
「レイトン教授と悪魔の箱」：©2007-2009 LEVEL-5 Inc.



SH-06A ＣＣＤ１０メガ本格派デジタルカメラケータイ

シャッターチャンスに強い「ＡＱＵＯＳ ＳＨＯＴ」

サイズ
約 111×50×16.0mm

約 3.3インチ
フルワイドVGA

約 1000万画素
CCD

※ 各スペックは暫定値です。

ＷｈｉｔｅＢｌａｃｋＲｅｄ



1 高輝度ＬＥＤフラッシュ搭載ＣＣＤ１０メガカメラ
＆画像処理エンジン「ＰｒｏＰｉｘ」搭載

シーン自動認識機能や「チェイスフォーカス」など
多彩な撮影モード

カメラ機能を快適に使いこなすタッチパネル対応
約３．３インチフルワイドＶＧＡ液晶

カーナビ連携やプレゼンアシスト、
音声入力メールなどの充実機能

2

3 4

◆高画素撮影が可能な静止画手ブレ補正対応のCCD10メガカメラを搭載。
画像処理エンジン「ProPix」によりノイズの少ない豊かな階調表現が可能。

◆ 大ISO12800相当の高感度撮影に対応し、暗い場所でもしっかり撮影。
◆ヒカリの軌跡もキレイに撮れる長時間露光撮影や高輝度LEDフラッシュ、

ISO感度自動設定など暗いシーンも美しく撮影できる機能が凝縮。

◆一度フォーカスした被写体を自動追尾する「チェイスフォーカス」 に対応。

◆ビューアポジションにするとカメラ機能にカンタンにアクセスできる
「待受タッチランチャ」や、画像などのデータを選ぶと次に行う操作メニューが
指の近くに現れる「ロングタッチメニュー」など使いやすい工夫が満載。

◆周りからの覗き見を防止する「カラーベールビュー」を搭載。
カラー画像の表示が可能となり、お好みに合わせてパターンを変更可能。

◆撮影した画像を綺麗な画質で楽しめる約3.3インチ フルワイドVGA
NewモバイルASV液晶搭載。

◆フォトリモ＠ナビ対応のカーナビと連携して、お迎え依頼者に現在地を
メール送信する機能や、目的地情報設定を乗車時にカーナビに
自動転送する機能などが使用可能。

◆パソコンでのプレゼンの際に、ケータイでページ送りを操作できる
「プレゼンアシスト」も搭載。

◆話すだけでカンタンにメールの作成が可能な「音声入力メール」にも対応。

◆フォーカスがあたった被写体が笑顔になると自動でシャッターを切る
「笑顔フォーカスシャッター」や、振り向いた顔を検出すると自動で
シャッターを切る「振り向きシャッター」にも対応。

◆撮影する被写体に合わせて 適な撮影モードを自動的に判別して
切り替えるシーン自動認識機能を搭載。

◆バーコードや名刺を認識すると自動的にカメラモードを切り替えたり、
雑誌などに掲載されているお店の情報をカメラ撮影すると電話帳に
登録されるなどの便利な機能にも対応。

拡大してもキレイなCCD10メガカメラ 大ISO12800相当の高感度撮影





N-09A ８．１メガカメラ搭載、

機能にもこだわったエグゼクティブスリムTMケータイ

※ 各スペックは暫定値です。

サイズ
約 109×50×13.9mm

約 3.2インチ
フルワイドVGA

約 810万画素
CMOS

シルバーメタルブラックウッドレッドレザー



1 2素材感を重視したスリムデザインに
こだわりの機能を搭載

オンでもオフでもこの１台。高性能８．１メガカメラ搭載

3

◆温かみを感じるブラックウッド、クールなシルバーメタル、遊び心を持つ
レッドレザーの3つのカラー

シルバー：金属のイメージ

ブラック：木目のイメージ

レッド：革のイメージ

◆海外出張にも安心なWORLD WING(3G+GSM)対応。

◆スリムボディに約3.2インチ・フルワイドVGA液晶、「なめらかワンセグTM」
などの充実の機能を搭載。ｉコンシェルやiウィジェットにも対応。

◆クイック検索時に検索ワードを音声で入力が可能。
◆話すだけでカンタンにメール作成が可能な「音声入力メール」にも対応。

◆駅のホームや街中など騒がしい場所でも、自動的に相手の声を補正し、
聞き取りやすくなる「ハイパークリアボイス」を搭載。

◆手ブレ・被写体ブレ補正、顔検出オートフォーカス、被写体の笑顔に
反応して自動的に撮影する「スマイルモード」など、多彩なモードの
高性能8.1メガカメラを搭載。

◆240度のパノラマ撮影にも対応。広大な風景も一度に撮影が可能。
◆1秒間に120フレームの高速撮影を行う「スピードムービー」に対応。

ゴルフスイングの確認などに役立つ、動画のスローモーション再生も可能。

「ハイパークリアボイスTM」など、
ビジネスシーンを充実サポート

4 ケータイをスマートに使いこなすための
多彩な機能を搭載



P-09A 自然な通話音質にこだわった「ナチュラルトークTM 」搭載、

１２．５ｍｍのスマートケータイ

※ 各スペックは暫定値です。

サイズ
約 110×50×12.5mm

約 3.0インチ
フルワイドVGA

約 320万画素
CMOS

ＶＩＯＬＥＴＢＬＡＣＫＧＯＬＤ



1

2

スリムデザインに充実の機能を搭載

自然な通話音質にこだわった「ナチュラルトーク」搭載

3 ビジネスでもプライベートでも役立つ
多彩な「ｉウィジェット」

4 ビエラ®の技術を継承した、なめらかでキレイなワンセグ

◆12.5mmのシンプルなスクウェアフォルムに、深みのある上質ボディと
ダイヤカットのミラーパネル蒸着を施すことで上質感と機能美を演出。

◆押しやすいキーと「ワンプッシュオープンTM」を搭載したこだわりの操作性。

◆業界初※、デジタル信号処理によって相手の声を自然な音声にする
「ナチュラルトーク」機能を搭載。

◆雑音の中でもしっかり相手の声が聞こえる「しっかりトーク」や、
相手の音声をゆっくり聞こえやすくする「ゆったりトーク」など
聞きやすさにこだわった機能を搭載。

◆フレームレート変換技術「モバイルWスピード」がさらに進化。
毎秒15フレームのワンセグ映像を 大4倍の毎秒60フレームに変換し、
さらになめらかで綺麗な映像を実現。

◆メール閲覧／返信機能、あらすじ再生、繰り返し上書き録画など、
ワンセグ視聴を便利にする機能も充実。

◆日経の 新ニュースや日経平均株価を素早くチェックできる「NIKKEI NET」
のほか、 「時刻表ウィジェット」や、「ニコリの数独」など、ビジネスにもプライ
ベートにも役立つ多彩なウィジェットアプリをプリインストール。

◆ビジネスに役立つドキュメントビューアやWORLD WING(3G+GSM)などの
機能はもちろん､iコンシェルやBluetooth､GPSにも対応｡

©2009 Nikkei Inc. All rightｓ reserved.

Powerｅd by JRトラベルナビゲータ
©nikoli

※2009年5月18日現在、国内携帯電話業界において パナソニック モバイルコミュニケーションズ調べ。





HT-03A ケータイするGoogleTM

※ 各スペックは暫定値です。

サイズ
約 113×56×14.0mm

約 3.2インチ
ハーフVGA

約 320万画素
CMOS

ブラックホワイト



1 Ｇｏｏｇｌｅモバイルサービスがこの１台に

3 インターネットブラウジングを快適にする
フルタッチパネル＆トラックボールを搭載した先進的なＵＩ

2 ＡｎｄｒｏｉｄマーケットTMから
様々なアプリケーションをダウンロード

4 無線ＬＡＮ（802.11b/g）やＧＰＳ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈに対応

◆GoogleTM 検索、Google マップTM、GmailTM、YouTubeといった
Googleのサービスがこの一台でカンタン便利に利用可能。

◆Gmailのメールを自動受信。
◆Picasaへの画像アップロードやYouTubeへのビデオ共有も可能。

友達や家族と、想い出の写真や映像を共有できる。

◆地磁気センサーを搭載し、自分の向いている
向きに合わせて上下左右360度映像が
表示される新感覚 「Google マップの
ストリートビュー」が利用可能。

◆Androidマーケットからゲームや便利ツールなど様々なアプリケーション
を追加できる。毎日世界中でアプリケーションが新しく開発されているから、
自分のケータイをどんどん自分好みにカスタマイズ可能。

◆アプリケーションを使った人のコメントを確認したり、
人気のアプリを探したりすることが可能。

◆フルタッチパネル液晶搭載、直接タッチしてWEBサイトを自由に操作可能。
◆くるくるまわして直感的に操作ができる、地図やWEBサイトのスクロールに

便利な「トラックボール」を搭載。

マップ

カレンダー

Gmail

YouTube

検索



SH-07A ダブル・ワンセグ＆ブルーレイディスクレコーダー
連携機能搭載のＡＱＵＯＳケータイ

※ 各スペックは暫定値です。

サイズ
約 112×50×15.8mm

約 3.3インチ
フルワイドVGA

約 1000万画素
CCD

ＳｉｌｖｅｒＲｅｄ



1 ダブル･ワンセグ＆大容量本体メモリを搭載し、
ワンセグを録って観て楽しめる

3 高輝度ＬＥＤフラッシュ搭載 ＣＣＤ１０メガカメラ
＆画像処理エンジン「ＰｒｏＰｉｘ」搭載

2 ブルーレイディスクレコーダーやパソコンと連携し、
映像や音楽を簡単に持ち出せる

◆ダブル・ワンセグを搭載。2番組を同時に視聴したり、同時に放映
されている裏番組の録画が可能。

◆番組画面のサムネイル表示「チャンネルビュー」でどんな番組が放送
されているのか一目で確認。

◆2ＧＢの大容量本体メモリを搭載、2時間番組を5本以上録画可能。

◆「ドルビーモバイル」対応の
ステレオスピーカー付き

卓上ホルダ（本体付属）を使えば、
臨場感あふれる迫力のある高音質で
手軽にサラウンドでワンセグを楽しめる

◆ブルーレイディスクレコーダーとステレオスピーカー付き卓上ホルダ（本体付属）
をUSBケーブル（本体付属）で繋いでおけば、ケータイを卓上ホルダに置くだけ
で、高画質（640×360ドット/30fps）で録画した番組をレコーダーからケータイに
転送可能。また、新しく転送された録画番組があれば知らせてくれる機能も搭載。

◆レコーダーで見ていた番組の続きがケータイでも見られる「レジューム機能」
を搭載。

◆パソコンと繋げば、簡単にドキュメントファイルの転送、ブックマークの共有や
バックアップが可能。

◆高画素撮影が可能な静止画手ブレ補正対応のCCD10メガカメラを搭載。
画像処理エンジン「ProPix」によりノイズの少ない豊かな階調表現が可能。

◆ 大ISO12800相当の高感度撮影に対応し暗い場所でもしっかり撮影が可能。
花火などヒカリの軌跡もキレイに撮れる長時間露光や高輝度LEDフラッシュなど
暗いシーンも美しく撮影できる機能が凝縮。

◆フルワイドVGA対応の約43万画素サブカメラ搭載で自分撮りもキレイに撮影可能。

2



T-01A 薄さ９．９ｍｍ、４．１インチワイドＶＧＡ液晶

フルタッチパネルの高性能インターネットケータイ

※ 各スペックは暫定値です。

サイズ
約 130×70×9.9mm

約 4.1インチ
ワイドVGA

約 320万画素
CMOS

Ｓｉｌｖｅｒ Ｂｌａｃｋ



1 視認性の高い約4.1インチワイドVGA大画面
＆ストライプメニュー

3 様々なシーンに合わせた
便利で楽しいアプリケーションを搭載

2 高性能１GHz CPUを活かした
快適なインターネットブラウジング

◆1GHzのCPU搭載でWEBなどが
サクサク見られる快適動作。

◆無線LANを搭載しているので、
高速＆大容量通信が可能。

◆Windows Mobile 6.1を搭載。

◆Flash LiteTM 3.1に対応した
Internet Explorer Mobile 6で
PCライクにインターネットを楽しめる。

◆RSSリーダやポッドキャストで 新情報を確認しながら
動画/音楽再生も楽しめる。

◆ATOK®搭載で快適な文字入力が可能。
◆「いつもNAVI」で現在地確認や周辺検索などの機能を利用可能。
◆電子辞典搭載（明鏡国語辞典MX5.8万語、ジーニアス英和辞典MX8.9万語、

ジーニアス和英辞典MX6.9万語）で即時検索可能。

◆東芝製ノートパソコン「dynabook」の薄型化技術を応用、薄さ9.9mmを実現。
◆WEBサイトをはじめ写真や動画の閲覧に 適な高精細約4.1インチワイド

VGA大画面フルタッチパネル。

◆カテゴリーごとに分けられた視認性のよいストライプメニューを搭載。
サムネイルやストライプカラーを設定でき、自分用にカスタマイズ可能。

◆ケータイを振るだけで電話に応答できる※「モーションセンサー」や、
片手で操作しやすい「フローティングパッド」を搭載し、独自インター
フェースで使いやすさを追求。
*設定が必要です

◆見やすく、タッチしやすいオリジナルソフトキーボードを搭載。



サイズ
約 111×50×16.0mm

約 3.3インチ
フルワイドVGA

約 1000万画素
CCD

NERV

SH-06A NERV
ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破 ＮＥＲＶ特別仕様ケータイ

※ 各スペックは暫定値です。



1 2劇中と同じNERV官給品仕様のデザイン
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3 専用のキャリングケースなど
限定の完全オリジナル同梱物

リアリティーを追求したメニュー画面やマチキャラなど
充実した内蔵コンテンツ

◆映画の為にデザインされた特別仕様モデル。リアリティーを追求し、
携帯電話本体のみならず、各種付属品やパッケージにいたるまで、
庵野秀明監督とヱヴァンゲリヲン新劇場版の製作会社である
「スタジオカラー」が全面的にデザインに参加・監修を行った。

◆官給品を髣髴とさせる色、マットな手触りの塗装、
NERVロゴのホログラム、キーの文字、
サブディスプレイの表示色や時計フォント等まで
こだわりの端末デザイン。

◆劇中でキャラクターが実際に使用。
作品世界で使用されているアイテムと
同じものを持つことができる。

◆ヱヴァのキャラクターデザイナーである貞本義行氏の作画素材を初めて
使用したオリジナルダイレクトメニューや待受画面、
オリジナル声優が本商品のために録りおろした着ボイスを内蔵。

50%BE@RBRICK

専用キャリングケース 別冊取扱説明書

オリジナル個装箱

◆ｉウィジェット「ヱヴァ・ウォッチ＆タイマー」を内蔵。さらに、ひつじのしつじくん、
ｉアバターメーカー等、ドコモのコンテンツもNERV特別仕様。

◆「破」で初めて登場する新キャラクターのコンテンツも追加で配信。
購入後も楽しみが継続。

オリジナルきせかえツール

◆デコメ絵文字、デコメピクチャ、カメラフレーム、電卓画面、マチキャラ、
新劇場版の音源から印象的なSE部分を切り出した着信音、
「序」のサウンドトラック楽曲の収録や極太明朝のフォントなど、
超充実の内蔵コンテンツ。ケータイを使う様々なシーンにおいて、
「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」の世界観を再現するコンテンツを搭載。

デコメピクチャデコメ絵文字



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。

商標または登録商標、注釈については別途、弊社報道発表資料をご確認ください。
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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