
２００９年度冬春 新商品・新サービス発表会

２００９年１１月１０日 株式会社NTTドコモ
© ２００９ NTT DOCOMO, Inc. All Right Rｅsｅrvｅd.



2

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）を用いております。

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



プレゼンテーション概要
２００９年度冬春 新商品・新サービス発表会



キーメッセージ

VERSION UP! ひとりひとりのあなたへ。

ドコモのチャレンジのうち、４つの項目への取り組み

端末の進化 パーソナル化の進化 動画サービスの進化 融合サービスの進化



キーメッセージ

端末の進化
プレゼンテーション概要



6

N-０１B

P-０２B SH-０１BP-０１B

L-０１B F-０３B

N-０２B

SC-０１B

SH-０５B

L-０２B

SH-０４B

F-０４B

SH-０２B

１０機種 ５機種 ２機種 ２機種

全２０機種 （１９機種+１機種）

２００９年度冬春モデル 全体ラインナップ

F-０２B

フォトパネル０２

+１機種

お便りフォトパネル

SH-０３BL-０３B

N-０３B

F-０１B

P-０３B



「自分らしさ、VERSION UP!」

１０modｅls

F-02B
好きな香りが持ち歩ける、
きらめくジュエリー防水

L-01B
ポップなカラーのイルミ＆デザインに、
新感覚の「タッチボード」

L-02B
キレイをサポートする
コスメデザイン＆
ビューティコンテンツ

L-03B
デイリーも旅も、もっと楽しくなる、
コンパクト＆シンプルデザイン

N-01B
上品なイルミが彩る、
スリムなフレンチネイルデザイン
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「自分らしさ、VERSION UP!」

１０modｅls

N-03B
美しさが長持ちする
ナチュラルデザイン＆

ウォータープルーフ

P-02B
タッチ操作で

カメラが使いやすい。
Rich＆Cuteな

スイングスライド

SH-02B
光とフォルムが美しい
ラウンドクリスタルデザイン

SH-04B
おいしいコミュニケーション
甘くとろけるチョコレート by 「Q-pot.」

SH-05B
雑誌「Seventeen」の人気モデルがプロデュース！
「こんなケータイがあったらいいのに…」
ティーン理想のデザインが実現☆
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多彩なイルミ
質感・フォルムの美しさ視

「自分らしさ、VERSION UP!」

L-01B Ｎ-01B

SH-02B

F-02B
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フレグランスを携帯

嗅
「自分らしさ、VERSION UP!」

F-02B
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触感も再現した端末

触
「自分らしさ、VERSION UP!」

ＳＨ-04B
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５機種で、雑誌やファッションブランドとコラボレーション

「自分らしさ、VERSION UP!」

F-02B N-01B SH-04B SH-05B L-02B
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各機種1,000種類以上のデコメ絵文字 やデコメピクチャ をプリインストール！

「自分らしさ、VERSION UP!」
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ドコモスタイルシリーズだけに専用サイトにてiモード情報料無料で配信

® ®

※ SH-04Bを除く



５modｅls

「アソビゴコロ、VERSION UP!」
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F-01B
1220万画素カメラ×
ハイスペック防水ケータイ

F-04B
世界初 セパレートスタイル×
1220万画素カメラ搭載
ハイスペックケータイ

N-02B
1220万画素カメラ搭載、
起動から保存までが速い
「瞬撮ケータイ」

P-01B
タッチパッドと
高速オートフォーカスが快適な
大画面液晶搭載のVIERA ケータイ

SH-01B
クリスタルなデザインが美しい
CCD 1210万画素カメラ「AQUOS SHOT」

®

※

※2009年11月9日現在、富士通株式会社調べ



「アソビゴコロ、VERSION UP!」
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新機能に全機種が対応

自動切替

通常のＦＯＭＡエリア

ご自宅専用ＦＯＭＡエリア

オートGPS機能
ブルーレイディスク
レコーダー連携

マイエリアの自動切換



「アソビゴコロ、VERSION UP!」
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最大1220万画素の高画質/高性能カメラ

F-01B
1220万画素CMOS
スーパーデジタルズームなど搭載

F-04B
1220万画素CMOS
リモコンシャッター撮影が可能

N-02B
1220万画素CMOS
広角28mm相当、約0.8で起動、撮影間隔1.5秒

SH-01B
1210万画素CCD
「ベストセレクトフォト」など多彩な連続撮影機能

P-01B
810万画素CMOS
高速オートフォーカスなど搭載
デジタルフォトフレームとして写真を楽しめる機能も



「アソビゴコロ、VERSION UP!」
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ドラゴンクエストⅢ

©１９８８-２００９ ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/

CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

桃太郎電鉄ＷＯＲＬＤ
遠距離対戦版２年決戦

© HUDSON SOFT

タッチ ＤＥ 対戦ボウリング

© Gｅnki Mobilｅ

リッジレーサーズVS
ｔｒｉal ｖｅｒｓｉｏｎ

対戦パズルボブル
-Light Edition-

ドラゴンクエスト
もっと不思議のダンジョンＭＯＢＩＬＥ

© ２００６,２００９ ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/

SQUARE ENIＸ All Rights Reserved.

©TAITO CORP. １９９４，２００９

© 2004-2009 NBGI

人気ゲームも全機種にプリインストール



「アソビゴコロ、VERSION UP!」
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世界初、新しい使い方のケータイ

世界初 セパレートスタイル×1220万画素カメラ搭載ハイスペックケータイ

F-04B

※

※2009年11月9日現在、富士通株式会社調べ



２modｅls

「大人のスマート、VERSION UP!」

19

ＦＯＭＡ 長クラスの連続待受時間（※）を実現したスリムケータイ
※ ２００９年１１月１０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-０３B

上質デザインにこだわった１２２０万画素カメラ搭載のスリム防水

F-０３B



「大人のスマート、VERSION UP!」
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シリーズ初搭載の機能

素材
指紋センサーなどによるセキュリティ
（F-03B）

防水・防塵
（F-03B）

18金・チタンなどの素材を採用
（F-03B）

チタンやクロムなどを利用した
「プラズマハードコート 」
（P-03B）

TM



２modｅls

「デジタルライフ、VERSION UP!」
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３.７インチ大画面タッチパネル＆ＱＷＥＲＴＹキー搭載！
iモードもメールも快適操作

SH-０３B

コンパクトボディにタッチパネル＆ＱＷＥＲＴＹキー搭載

SC-０１B



「デジタルライフ、VERSION UP!」

iモード （SH-０３B）
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新ＯＳ Windows Mobile   6.5

従来のラインナップと合わせ、
好みに合わせて選べる

Windows Mobilｅ ６.５ （SC-０１B）®

新端末

Android （ＨＴ-０３Ａ）Black Berry Bold

®

新端末



お便りフォト

今撮った写真がすぐに送れる「お便りフォトサービス 」に対応

フォトパネル０２

23

フォトパネル０１からの進化
送った感動を大きく映し出す 「９インチ大画面」 ※フォトパネル０１（８インチ）より拡大

撮った写真に加えて、好みでフォトパネルを彩る 「フォト配信」 ※新機能

TM



キーメッセージ

パーソナル化の進化
プレゼンテーション概要
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提供開始から一年弱で 約 ２５０万契約 まで拡大

約 ４５０１７２

２００９年１０月末
サービス開始当初

（２００８年１１月１９日）

契約数の推移 コンテンツ数

iコンシェル

iコンシェルは２００８年１１月にスタート。
１０月末までで約２５０万契約まで拡大。コンテンツ数も開始当初の２．５倍に。

200万件

250万件

150万件

100万件
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２００９年度冬春モデルにおける進化

Ⅰ.  オートGPS機能の搭載

Ⅱ.  お預かりデータ項目の拡大
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ドコモ
iコンシェルサーバ

iコンシェルオートＧＰＳ機能 概要

冬春モデルの携帯電話

位置情報

５分

ドコモ

２００９年度冬春モデルよりオートＧＰＳ機能が搭載されます。
これにより、お客様が事前に設定していれば、居場所を５分間隔で測位し、ドコモのネットワークに自動で送ることができます。

契約者の位置情報

コンテンツプロバイダ

配信依頼

飛行機の予約情報

量販店のイベン
トスケジュール

スーパーのチラシ

配信依頼

情報のマッチング

配信依頼インフォメーション配信

位置情報

位置情報

①

②

③

④



28

iコンシェルオートＧＰＳサービスのハイライト

新しい行動支援型サービスの提供

あなたのいる場所に
“そこならでは”の情報が

“今ならでは”のタイミングで飛んでくる

交通情報

グルメ情報 天気情報

観光情報
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コンテンツプロバイダが提供する オートＧＰＳインフォメーション

お客様を特定した、またはお預かりしているスケジュールやトルカに対して便利な情報をコンテンツプロバイダよりお知らせします。
この仕組みを活用すれば、お店の前でお客様にお得な情報などをレコメンドするというサービスも提供できます。

例：航空会社（ANA/JAL）

iコンシェルオートＧＰＳサービス提供予定コンテンツプロバイダ 例

到着空港到着時に情報を配信出発空港到着時に運行情報を配信フライトの予約情報をスケジューラに登録

空港到着時に旅行先や出張先の
おすすめ情報や現地の天気など
のご案内が来ます。

羽田空港
ＤＣＭ

周辺店舗の割引
クーポンやノヴェル
ティ情報を配信

自分がいるエリアの
トレンドランキングを
配信

周辺店舗のセール
情報やイベント情報
を配信

周辺店舗のイベント
情報やキャンペーン
情報を配信

周辺の開店ホール
情報やイベント情報
を配信

球場などの近くで
球団のファンにプ
レゼントをお届け

地方を訪れた時にご
当地のパチスロ情報
を配信

周辺の、今から泊ま
れるホテルの情報を
配信

※各コンテンツプロバイダのサービス
提供開始時期は異なります

※画面はイメージです

周辺ホテルの限定
特別プラン情報を
配信
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携帯電話でお知らせをして欲しい場所・内容などをiコンシェル画面で入力・設定すると、
お知らせ場所周辺に到着したときにお知らせします。

オートＧＰＳリマインド （iコンシェル画面から設定）

アラーム場所および範囲、日時とお知らせしてもらいたいコメントを自分で入力して設定

登録の流れ オートＧＰＳリマインド通知

お知らせ場所周辺に到着
するとメッセージをお知ら
せします。

お知らせする場所または住所
を入力してください。
例：新宿駅、東京タワー、新宿
３丁目

お知らせをして欲しい場所や
内容などを設定すると、その
場所に到着したときにイン
フォメーションでお知らせしま
す。
・本機能をご利用になるには
携帯電話のオートGPS機能
をONにする必要があります

・ お知らせ場所の設定

オートGPSリマインド

次へ

■新規作成

履歴から選択

・お知らせ内容の設定

登録した内容をｲﾝﾌｫﾒｰｼｮ
ﾝでお知らせします（ 大
全角７０文字まで）

テレビで特集された恵比
寿のレストラン

東京都渋谷区恵比寿

場所を変更

・お知らせ内容／場所

オートGPSリマインド

１ヶ月間

半径
に近づいたらお知らせ

時から

・お知らせ日時の設定

2009 年 月 日から

設定場所のどのくらい近くにきた
らお知らせするかを設定できます

・お知らせ範囲設定

500ｍ

お知らせする日時を設定できま
す ・開始日から 大１ヶ月間設
定できます。お知らせするエリア
にいない場合はインフォメーショ
ン配信されません。

詳細設定

時-

時間帯設定

ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ

11 10

-

設定
恵比寿

テレビで特集された恵
比寿のレストラン

お知らせする場所を選択してく
ださい。
▼・駅名
恵比寿
・
・

⇨全て(○件）

▼・店舗・施設
□恵比寿ガーデンプレイス

「恵比寿」検索結果
検索結果が多いため一部結果の
み表示します。キーワードを追加
して絞り込めます。

┗間にスペースで更に絞り込む

◆お知らせ場所の絞り込み検索

・お知らせ場所の設定

検索

・オートGPSリマインドヘルプ

ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ

オートGPSリマインド

▼・地名
東京都渋谷区恵比寿
・・・

⇨全て(○件）

オートGPSリマインドで設
定したエリアの近くに来ま
したのでお知らせします
「テレビで特集された・・・」

※画面はイメージです

ｉコンシェル画面から
MENUを開き
「オートGPSへ」→
「オートGPSリマインド」
を選択し入力画面へ

©

©
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オートＧＰＳリマインドは、コンテンツプロバイダのサイトより簡単に登録することもできます。

オートＧＰＳリマインド （コンテンツプロバイダのサイトから設定）

コンテンツプロバイダのサイトから連携することで簡単に登録が可能

登録の流れ オートＧＰＳリマインド通知

埼玉県浦和市

場所を変更

・お知らせ内容／場所

オートGPSリマインド

１週間

半径
に近づいたらお知らせ

時から

・お知らせ日時の設定

2009 年 月 日から

設定場所のどのくらい近くに
きたらお知らせするかを設
定できます

・お知らせ範囲設定

500ｍ

お知らせする日時を設定でき
ます ・開始日から 大１ヶ
月間設定できます。お知らせ
するｴﾘｱにいない場合はｲﾝ
ﾌｫﾒｰｼｮﾝ配信されません。

詳細設定

時-

時間帯設定

ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ

11 10

-

設定

オートGPSリマインドで設定
したエリアの近くに来ました
のでお知らせします
「○×ストアでお買い・・・」

docomoｽｰﾊﾟｰ○×
店でのお買い物

●×ストア

○×店

お店の近くでお知らせ

厳選日替わり超特価
（１１月１０日～１９日）

ｱﾒﾘｶ産 豚肉 ばら
￥９７
１００ｇ

オートＧＰＳリマインド連携予定コンテンツプロバイダ 例

設定情報を送信

※各コンテンツプロバイダの
サービス提供開始時期は異なります

※画面はイメージです

○×ストアでお買い物

グルメ情報をリ
マインド

口コミで紹介されたお店
をリマインド

雑誌掲載店舗の情報を
リマインド

美術館等のイベント情
報をリマインド

TVで紹介された飲食店
の情報をリマインド

お店に近づいたらお買物メモ
を忘れずにお知らせ

スーパーの特売情報を
リマインド

©



32

オートＧＰＳ機能と鉄道情報とを連携させることにより、お客様の居場所と終電の時刻を把握して、終電に乗り遅れないようにお知らせ
します。また、終電に乗り遅れてしまった時は深夜営業店舗等もご紹介します。

終電アラーム

終電アラームを設定しておくと、現在地から設定した自宅への経路の
終電をアラームでお知らせします

現在地から 寄の３駅を自動的に検出し自宅近隣の 寄３駅と
の経路検索を実施します。

イメージ

提供の概要／仕組み 終電通知

現在地から自宅までの、
終電の時間が間近になっ
たタイミングでお知らせし
ます。

サイトで詳細な乗り換え回数
や経路などを確認できます。
また、終電に乗り遅れてしまっ
た時は深夜営業店舗もご紹
介します。

・深夜営業の店舗を探す

終電情報をお届けし
ました
(１１/１０ ２３:５０)

２３：５０

深夜営業店舗検索 協力企業 例

※各企業のサービス提供開始時期は異なります

※画面はイメージです

港区赤坂１丁目周辺

店舗を選択してください。

・マクドナルド

・ガスト
・バーミヤン
・夢庵
・グラッチェガーデンズ
・ファミリーマート
・ローソン
・漫画喫茶

始発電車案内

深夜営業の店舗

現在地 寄駅から自宅 寄駅
（到着駅）までの、始発電車の
発車時刻を表示しています。

・営業時間が終了している場
合もありますので、詳細は各
店舗にお問い合わせください。

赤坂近辺
溜池山王

国会議事堂前赤坂見附

赤坂見附駅付近で飲んでいるユーザー

ドコモ
サーバー
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ご当地マチキャラパスポート

ご当地マチキャラを集めて楽しむ

あらかじめオートＧＰＳ機能をONにしていただき、

ドコモご当地マチキャラサイトで初期登録をしていただ

きます。

対応携帯電話を持って旅先や出張先に出かけると

その街のキャラクターからメッセージが届きます。

さらにその街のキャラクターをマチキャラとしてダウン

ロードできます。

ダウンロードしたマチキャラはドコモご当地マチキャラサ

イトのともだち帖で見ることができます。

旅先で出会った街のキャラクターに会うたびにあなたの

ともだち帖が充実していきます。

ご当地マチキャラパスポートトルカをダウンロードしておくと、特定の地域を訪れたときにその土地の有名なキャラクターである
ご当地キャラからメッセージが届き、ご当地キャラをマチキャラとしてダウンロードできます。

旅先等でご当地マチキャラをＧｅｔご当地マチキャラサイトで初期登録

９

※画面はイメージです



34

ご当地マチキャラ一覧
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今いる場所に応じた気象情報をお届けします。

旅行、出張などで普段と異なる場所にいる場合でも、その地域の気象警報／注意報、地震情報をあわせて受信できます。

自分の設定している住所（お住まいのエリア）を離れて、
ある地域に一定時間以上滞在している場合に、その地域に基づいた気象情報
もお知らせします。

大阪に出張中大阪に出張中

大阪府にいた場合でも普段設定し
ている東京都の気象情報は受信
できます。

出張で大阪府に滞在した場合、大
阪府の気象警報を受信することが
できます。

オートＧＰＳ気象情報／地震情報

大阪府東部大阪に大雨・洪水
警報が発令しました。
(１１/１０ １０:００発表)

１０日１４時５０分頃関東地
方で強い地震がありました
（１１/１０ １４:５５発表)

１５：００
例：東京に設定しているお客様が大阪に出張をしている場合

提供の概要／仕組み サービスイメージ

※画面はイメージです

東京都

!

東京の
気象警報

!

大阪府

大阪の
気象警報

出
張

例：大阪へ出張中
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「おでかけナビ」で、目的地周辺の駐車場情報を受信する設定を行うと、
目的地近辺に到着したときに周辺の駐車場の場所、収容台数、 新の満空情報などをお知らせします。

受信登録 周辺駐車場情報を通知

目的地近辺に到着した際に
周辺の駐車場情報をお知ら
せします

サイト上（お出かけナビ、
ドコモ提供のイベント情
報等）で周辺駐車場情
報の受信登録を行う

おでかけナビ ドコモ提供 イベント情報

目的地
周辺

サイト上では地図上で周辺の
駐車場の位置や 新の満空
情報を確認できます

駐車場満空情報

周辺の駐車場情報を
お知らせします

※「おでかけナビ」とは、スケジュールに登録された場所までの経路案内を調べるための
ＵＲＬを自動的に追記するサービスです（１１月下旬開始予定） ※駐車場満空情報は１１月下旬～１２月上旬開始予定です

目的地近辺に到着

※画面はイメージです

日刊ｳｫｰｶｰTOPへ

(C)角川ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ/角川ﾓﾊﾞｲﾙ

前のイベント情報へ

イベント一覧へ

次のイベント情報へ

目的地周辺で駐車場の位置や満空
情報を受け取ることができます

周辺駐車場情報を受信

前のイベント情報設定した駐車場情報の確認

07/16 UPDATE

MALTAら国内外のｱｰﾃｨｽﾄらが終
結!八戸でｼﾞｬｽﾞﾌｪｽ

7/19(土)開催
国内外の一流奏者が集まることで知
られ､夏の夜にﾋﾞｰﾙを飲みながらの
音楽鑑賞は心地よい｡会場内では特
産品の販売所や食堂､売店が準備さ
れる｡ｼﾞｬｽﾞﾌｧﾝの人はもちろんのこ
と､ｼﾞｬｽﾞに詳しくなくても､心行くま
で愉しむことが出来るｲﾍﾞﾝﾄになって
いる｡

[住所]青森県八戸市
[電話]0178-82-2111
(八戸市南郷区企画総務課内事務
局)
[金額]一般4500円､中高生2500
円､小学生以下無料(当日券は一般
と中高生1000円増)
[駐車場]あり(無料2000台)
[交通](J)八戸駅からﾊﾞｽ40分 ﾊﾞ

イベントDATAイベントDATA

イベント情報(青森県周辺)

南郷ｻﾏｰｼﾞｬｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2008

鉄道博物館 第2回コレクショ
ン展「時刻表」

鉄道博物館 第2回コレクション展

4/ 22(土)～8/31(日)開催11/10（火）開催

第48回 ドコモフェスティバル

経路④・ （有料道路利用）

・42分 ・37.3km ・700円
●現在地
｜15:53発
｜一般道(0.8km)
○板橋本町IC
｜16:00通過
｜首都5号池袋線(15.7km)
｜・700円
○江戸橋IC
｜16:20通過
｜一般道(1.0km)
｜16:30着
●ドコモ広場
・目的地周辺の駐車場を確認
・目的地周辺で駐車場情報を

受け取る
・地図で確認

最新の渋滞情報も確認できます
・ﾅﾋﾞ開始

⇨ルート選択へ戻る

第48回 ドコモフェスティバル

東京都中央区
03-5156-

（ドコモフェスティバル実行委員会）

イベント情報(東京都周辺)

11/5 UPDATE
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地図アプリから東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの
各エリアの楽しい情報をメッセージRで配信！

東京ディズニーリゾートがもっと楽しくなります！

地図アプリから東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの
各エリアの楽しい情報をメッセージRで配信！

東京ディズニーリゾートがもっと楽しくなります！

③ Ｔｈａｎｋ ｙｏｕメール
パーク退園時

① Ｗｅｌｃｏｍｅメール
パーク入園時

② パーク内情報メール
各エリアで

©Disneyドコモは東京ディズニーランド 東京ディズニーシー のオフィシャルスポンサーです。® ®

※上記は東京ディズニーランドでのサービスイメージです

ドコモ地図アプリ× オートＧＰＳ （東京ディズニーリゾート ）®
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オートＧＰＳ対応企業 （ロゴ）

16
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ケータイデータお預かりサービスの機能拡充

お預かりデータ項目が大幅アップ！

電話帳お預かりサービスは名称を「ケータイデータお預かりサービス」に改め、２００９年度冬春モデルにてさらなる機能拡充を行います。

※画面はイメージです
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お預かりデータ（画像・スケジュール）の共有機能

スケジュールや画像などのデータを簡単に仲間や家族と共有できる機能です。

また、共有したスケジュールは出席状況が簡単に管理できたり、変更・削除した際も共有したメンバー全員に通知がされ、変更後の最新のデータが

常に共有されます。

データのお預け データの共有

スケジュールの共有

画像の共有

この間の写真を
みんなに見せよう！

いつものメンバーで
飲みに行こう！

スケジュールが
共有されたことを
お知らせ

スケジュールの
内容を確認

画像が共有された
ことをお知らせ

○○

○○○

共有すると

共有すると

○○

あっ、飲み会あるんだ。
参加しよっと♪

おっ、この間の
飲み会の写真だ！

出欠の確認／登録も
カンタン

画像やコメントの
内容を確認

○○○○○

飲み会

２０１０年４月には、画像の共有をさらに
進化させ、写真を簡単にプリントできる
オンラインプリントサービスも提供する
予定です。

※お預かりデータの共有機能は１２月提供開始予定です
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動画サービスの進化
プレゼンテーション概要



42

動画サービスの進化

ブルーレイディスクレコーダーと携帯電話の連携対応機種・対応機器が拡大するとともに、連携するブルーレイディスクレコーダーと携帯電話の

製造メーカーが異なっていても、録画した地上デジタル放送の番組を携帯電話に転送する「ブルーレイディスクレコーダー連携」をご利用いただけるよう、

利便性が向上しました。

転送にはUSBケーブルを用いて接続します。

レコーダーメーカーと携帯電話メーカーを揃える必要は無く、クロスで転送可能。
Point

ブルーレイディスクレコーダー連携

ＦＯＭＡハイスピード「ＨＳＤＰＡ７．２Ｍｂｐｓ」に加え、「ＨＳＵＰＡ５．７Ｍｂｐｓ」 の対応機種が拡大し、

対応エリアではアップロードもダウンロードもストレス無くご利用いただけます。

ＨＳＵＰＡ対応機種拡大

対応機種

対応機種

※

※ 一部機種 （Ｐ-０１Ｂ、Ｐ-０２Ｂ、Ｐ-０３Ｂ） においては、ＨＳＵＰＡ２．０Ｍｂｐｓとなります

Ｆ-０１Ｂ、Ｆ-０２Ｂ、Ｆ-０３Ｂ、Ｆ-０４Ｂ、Ｎ-０１Ｂ、Ｎ-０２Ｂ、Ｐ-０１Ｂ、Ｐ-０２Ｂ、Ｐ-０３Ｂ
ＳＨ-０１Ｂ、ＳＨ-０２Ｂ、ＳＨ-０３Ｂ、ＳＨ-０４Ｂ、ＳＨ-０５Ｂ

２００９年５月からスタートした「ＢｅｅＴＶ」は、２００９年１０月１２日に８０万契約を突破しました。

「動画のドコモ」として、今後も動画をより楽しく、より便利に使える環境を拡大していきます。

Ｎ-０１Ｂ、Ｎ-０２Ｂ、Ｐ-０１Ｂ、Ｐ-０２Ｂ、Ｐ-０３Ｂ、Ｌ-０１Ｂ、ＳＣ-０１Ｂ



融合サービスの進化
ワークショップ概要
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ってどんなサービス？

全員で同じ基地局を共有

ＦＯＭＡ基地局

通常のＦＯＭＡエリア

契約者・登録者だけが利用可能

ブロード
バンド
回線

ドコモネットワーク

マイエリアで提供される

ご自宅専用ＦＯＭＡエリア

（４台同時利用可能）

家族だけで使えるから

パケット通信が高速

10 台まで登録可能

登録したケータイの

出 入 り を 検 知

フェムトセル小型基地局＊

＊ドコモ設備として設置させていただく電気通信設備です。フェムトセル小型基地局の設置には、ドコモによる利用環境調査、設置作業などが必要となり、お客さまに電波法上の運用人になるこ
とをご同意いただく必要がございます。設置したフェムトセルは自由に移設することができません。フェムトセル小型基地局ならびにドコモが管理するその他の物品の紛失・故障にあたっては、
必要となる費用（上限94,500円）を負担していただく場合があります。

契約者 登録者登録者

母 兄

登録者

妹父

妹妹

TM
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同時に４人接続可能
なので家族で

快適

なら

（（（高速通信）））

いつでも

TM

さらに、マイエリア専用コンテンツもご用意！

ご自宅専用ＦＯＭＡエリア

マイエリアで提供される

家族みんなが
快適で

私もうれしい

iモード
検索も

（（（高速通信）））

動画や

音楽も

（（（高速通信）））

デコメール
も

（（（高速通信）））

キッチンで
レシピ検索をする

わたしも快適

ＢｅｅＴＶなど
動画を見るボクも快適

たくさんの友だちと
メールする

ワタシも快適 妹

父

兄

母

TM
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「イマスカ機能」 ①

帰宅を外出中の家族にメールで通知してくれる

家族の在宅状況がわかる！

「 イ マ ス カ 機 能 」

安心!
家族の様子が

わかって

1

なら

マイエリアで提供される

ご自宅専用ＦＯＭＡエリア 外出先で

オートＧＰＳ搭載のマイエリア対応携帯電話なら自動通知

TM

外出のメール通知

現在の状況

出入りの履歴

も確認ＯＫ

このほか

※ イマスカ機能のご利用（あらかじめ設定する通知相手含む）は、事前にイマスカ機能をご利用いただくための通知設定などを行っていただく必要があります。
※ オートＧＰＳを搭載していないマイエリア対応携帯電話は手動通知となります。

妹

ただいま！

母

通常のＦＯＭＡエリア

帰ったわね

TM
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「イマスカ機能」 ②
TM

① メッセージをシステムで蓄積

マイエリアで提供される

ご自宅専用ＦＯＭＡエリア
外出先から

家族の在宅状況がわかる！

「 イ マ ス カ 機 能 」便利
メッセージを残せて

帰宅した家族にメッセージを残せる２

ならTM

シス
テム② エリアに入ったことを

検知してメール送信

ケーキが
あるんだ！

母

通常のＦＯＭＡエリア

おかえりなさい
冷蔵庫に

ケーキがあるわよ

おかえりなさい
冷蔵庫にケーキが
あるわよ

妹
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多い
対応機種が

は

自動切替 通常のＦＯＭＡエリアご自宅専用ＦＯＭＡエリア

Ｆ-０１Ｂ Ｆ-０２Ｂ Ｆ-０３Ｂ Ｆ-０４Ｂ Ｎ-０１Ｂ Ｎ-０２Ｂ

Ｐ-０１Ｂ Ｐ-０２Ｂ Ｐ-０３Ｂ ＳＨ-０１Ｂ ＳＨ-０２Ｂ ＳＨ-０３Ｂ ＳＨ-０５Ｂ

Ｎｅｗ Ｎｅｗ Ｎｅｗ Ｎｅｗ Ｎｅｗ Ｎｅｗ

Ｎｅｗ Ｎｅｗ Ｎｅｗ Ｎｅｗ Ｎｅｗ Ｎｅｗ Ｎｅｗ

オートGPS オートGPS オートGPS オートGPS オートGPS オートGPS

オートGPS オートGPS オートGPS オートGPS

TM

推奨機種・対応機種
TM

＊1 ご自宅専用ＦＯＭＡエリアへ優先して自動的に在圏する機種 ＊2 携帯電話のダイヤル操作で、ご自宅専用ＦＯＭＡエリアへ手動で在圏する機種

既存のマイエリア対応機種 は179機種！＊2 

マ イ エ リ ア 推 奨 機 種

13機種

＊1
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手続き
TM

お申込みからご利用開始まで 約６週間＊

ドコモがご自宅までうかがいます
ドコモに
おまかせ

面倒な設置は

お申込み
ご自宅
訪問

手続き
利用者
登録

マイエリアセンター

0120-600-360 受付時間 午前９：００～午後８：００（年中無休）

電波環境調査など
フェムトセル

小型基地局設置

お近くのドコモショップまたは取扱店

お電話（マイエリアセンター）

パソコン

ご自宅
訪問

お客さまに快適なサービスをご利用いただくために

＊ ご自宅訪問の日程調整により前後する場合があります。

ドコモ作業
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TM

初 期 費 用 ：

月額使用料：

2,100円（税込）

980円（税込）

実施!

料金
キャンペーン

マイエリア料金
1 契 約 あ た り

４９０円（税込）

初 期 費 用 ：

月額使用料：

無 料
2010年5月31日まで

ハーティ割引

2010年6月1日
以降は

４９０円（税込）
※初期費用2,100円（税込）は必要です。

月額使用料：

などで＊1

TM

＊マイエリア使用料割引適用で467円（税込490円）となります。適用条件は、「ファミ割ＭＡＸ50」（契約期間2年単位で自動更新、途中解約金 税込9,975円）、「オフィス割ＭＡＸ50」（契約期間2年単位で自動更新、途中
解約金 税込9,975円）＋「オフィス割引」、継続利用期間10年超で「ファミリー割引」＋「（新）いちねん割引」（契約期間1年単位で自動更新、途中解約金 税込3,150円）、継続利用期間10年超で「オフィス割引」＋
「（新）いちねん割引」、「ハーティ割引」をご契約の回線です。マイエリア料金キャンペーン終了後の適用となります。

家族で
使えて

490円/月

使用料など



新商品概要

【参考】
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N-０１B

P-０２B SH-０１BP-０１B

L-０１B F-０３B

N-０２B

SC-０１B

SH-０５B

L-０２B

SH-０４B

F-０４B

SH-０２B

１０機種 ５機種 ２機種 ２機種

全２０機種 （１９機種+１機種）

２００９年度冬春モデル 全体ラインナップ

F-０２B

フォトパネル０２

+１機種

お便りフォトパネル

SH-０３BL-０３B

N-０３B

F-０１B

P-０３B
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F-０２B 好きな香りが持ち歩ける、きらめくジュエリー防水

サイズ
約 １１０×５０×１４.８mm

約 ３.０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

Ｆｏｌｌｉ Ｆｏｌｌｉｅ Ｇｏｌｄ

質量
約 １１８ ｇ

Ｒｕｂｙ Ｐｉｎｋ Ｏｐａｌ Whitｅ Onyｘ Ｂｌａｃｋ
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１

２
きらめくジュエリーデザイン＆フレグランスで
ファッションアイテムのように自分らしさを演出

利用シーンが広がる防水性能に
個人認識やスマイルファインダーなど充実のカメラ機能

◆ フロントパネルに配置された「ジュエルブロック」や、宝石のカットを施した
決定キーなど、ゴージャスなデザイン。

◆ お風呂やキッチンで使える防水性能ＩＰＸ５等級／ＩＰＸ７等級や、
水深１．５ｍまでの水中でカメラ撮影が可能なＩＰＸ８等級に対応。
さらに防塵ＩＰ５Ｘ等級にも対応。

３ キレイをサポートするヘルスチェッカーや
そのほか充実の機能搭載

◆ フレグランスピースにお気に入りの香水を
吹きかけることで「香り」を持ち歩ける。

◆ 「Ｆｏｌｌｉ Ｆｏｌｌｉｅ」とコラボレーションしたスペシャルモデルを
用意（Ｆｏｌｌｉ Ｆｏｌｌｉｅ Ｇｏｌｄ のみ）。
内蔵コンテンツやストラップ、パッケージにいたるまで
ブランドコンセプトに基づいたデザインで統一。

◆ 大切な人の顔をあらかじめ登録しておくと撮影時に優先的にピントを合わ
せる「サーチミーフォーカス（個人認識機能）」を搭載。
さらに、「スマイルファインダー」と連動することで、その人の笑顔のベスト
ショットを撮影可能。

◆ 被写体を自動で追いかけてピントを合わせ続ける「トラッキングフォーカス」や
「トリプルブレガード」、「美肌＋ひとみ強調モード」など、キレイ撮りの機能が
充実。

◆ 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もとに正確な
カロリー量を測定可能なエクササイズカウンター。

◆指をカメラに置くだけで脈拍を測定できるパルスチェッカー。

◆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。

◆ 背面パネルに浮かび上がる「ブリリアントイルミ」が
ケータイを美しく彩る。
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※ 各スペックは暫定値です。

L-０１B ポップなカラーのイルミ＆デザインに、
新感覚の「タッチボード」

サイズ
約 １１０×５０×１５.１mm

約 ３.０インチ
ワイドＶＧＡ

約 ５１０万画素
ＣＭＯＳ

Lｅmon Yｅllow

質量
約 １３０ ｇ

Ｍｉｓｔｙ Ｂｌａｃｋ Ｇｌｏｓｓ Ｐｉｎｋ Purｅ Whitｅ
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１ ２デザインにもイルミにも こだわりのカラーを 直感的な操作感が新しい「タッチボード」

◆ シンプルなデザインにポップでビビッドなカラーリング。
ホワイト、ピンクはシンプルに１色で統一。
イエロー、ブラックはツートーンカラーでスポーティに。

◆ キーの上部に、タッチで操作できるサブ
ディスプレイ「タッチボード」を搭載。
頻繁に連絡を取る人を写真などで表示し
ておき、タッチ操作ですぐに電話やメール
が可能。
また、直前に撮影した写真や動画も表示する
など、９つの機能をサポート。

３ 楽しさと便利さが広がる、充実の機能

◆ 自分の好きな色を読み込んでイルミに設定できる
「カラーリーダー」を搭載。
カラーリードした色は保存できるから、その日の
ファッションや季節に合わせてコーディネートできる。

◆ 受信メール一覧にカーソルを合わせると、
タッチボードにメール本文を表示でき、簡単に
本文をチェックしたいときに便利。
返信メール作成時には、タッチボードで受信
メールを確認しながらメール作成が可能。

◆ 今の気分を選ぶと、ライティングの種類、明るさなどを
気分に合わせて自動設定してくれる「カラーセラピー」。
ちょっと癒されたいときにピッタリ。

◆ おもしろフェイス撮影など、楽しい機能満載の５１０万画素カメラや、
撮った写真や動画にＢＧＭや効果をつけ、簡単にスライドショーを
作成できる「Ｍｕｖｅｅ Ｓｔｕｄｉｏ」も搭載。スライドショーはメールで送ることも可能。

◆ 送信時 大５．７ＭｂｐｓのＦＯＭＡハイスピードにも対応。
対応エリア内ならブログやサイトへの写真・動画の高速アップロードもストレス
なく可能に。

◆ １，５００種類ものデコメ絵文字 やデコメ ピクチャをプリインストール。
また、マルチリンガル機能で、日本語・英語・韓国語の３ヶ国語のメニューが
表示できる。

® ®
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※ 各スペックは暫定値です。

L-０２B キレイをサポートするコスメデザイン＆ビューティコンテンツ

サイズ
約 １１０×５２×１５.８mm

約 ３.０インチ
ワイドＶＧＡ

約 ３１０万画素
ＣＭＯＳ

Ｐｅａｃｈ Ｐｉｎｋ

質量
約 １２５ ｇ

Ｊｅｗｅｌｒｙ ＷｈｉｔｅＰｏｗｄｅｒ Ｂｌｕｅ Ｍｉｎｔ Ｇｒｅｅｎ
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１ ３

４

コスメをイメージした、透明感のあるカラフルデザイン 思い通りの操作性を実現する「マルチセレクター」

楽しさと便利さ広がる、充実の機能

２ キレイをサポートするビューティコンテンツ

◆ 彩りにあふれたアイカラーとハイライトをイメージ。
どんなシーンにもマッチする、優しい陽光を
想わせるカラーリング。

◆ コスメのコンパクトケースをイメージした、
シンプルでエレガントなデザイン。

◆ 上下左右に加え、操作面で指をくるくる回して
操作できる「マルチセレクター」を搭載。
また、押す強さに応じてスクロール速度が変化し、
これまでにない新しい操作性を実現。

電話帳や、画像、ミュージックリストなど情報量が多い
リスト検索が快適に。
長押しの強弱で、検索スピードの微妙な調整も思い通り。
音楽を聴きながら回転させることで、楽曲選択や音量調
節もカンタン！

◆ おもしろフェイス撮影など、楽しい機能充実の３１０万画素カメラや、
撮った写真や動画にＢＧＭや効果をつけ簡単にスライドショーを作成できる
「Muvｅｅ Ｓｔｕｄｉｏ」も搭載。スライドショーはメールで送ることも可能。

◆ １，５００種類ものデコメ絵文字 やデコメ ピクチャをプリインストール。
また、マルチリンガル機能で、日本語・英語・韓国語の３ヶ国語のメニュー
が表示できる。

くるくる回して
便利に操作！

® ®

◆ 人気雑誌『ｂｅａ’ｓ ｕｐ』とのコラボレーションコンテンツをプリインストール。

アナタのお肌のタイプやオススメケアを教えてくれたり、 新のメイク、
コス情報もスピーディーにチェック可能。
また、肌ケアのための紫外線情報もリアルタイムで分かるなど、気になる
ビューティ情報満載。

◆ 野菜ソムリエ 長谷川理恵さんが、体が喜ぶヘルシーレシピを紹介。
毎日の食事バランスを管理して、体の中からキレイに。
食材を検索するだけで色々な料理にチャレンジできるから、女度も
アップ。
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※ 各スペックは暫定値です。

L-０３B デイリーも旅も、もっと楽しくなる、
コンパクト＆シンプルデザイン

サイズ
約 １０６×４８×１５.２mm

約 ２.８インチ
ワイドQＶＧＡ

約 ３１０万画素
ＣＭＯＳ

クリスタルホワイト

質量
約 １２０ ｇ

ダイヤモンドピンクオニキスブラック サファイヤブルー



62

１ ２シンプルで上質なデザイン ワンセグやカメラなど、充実の機能

◆ フィット感が心地よい、スクエアなボディと豊富なカラーバリエーション。 ◆ コンパクトながらワンセグに対応し、
いつもの番組がどこでも楽しめる。

３ 日常生活はもちろん、海外でも便利に使える

◆ ミラー感覚のサブディスプレイがクールさを演出。

◆ おもしろフェイス撮影など、楽しい機能充実の３１０万画素カメラ。
撮った写真や動画にＢＧＭや効果をつけ、簡単にスライドショーを作成
できる「Muvｅｅ Ｓｔｕｄｉｏ」も搭載。
スライドショーはメールで送ることも可能。

◆ 海外旅行にも安心のWORLD WING （３G＋GSM）対応。

▲ 世界時計 ▲ 単位変換ツール ▲ デュアルロック

◆ 英単語の発音もしてくれる辞書機能を搭載して、
英会話をサポート。

®
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※ 各スペックは暫定値です。

N-０１B 上品なイルミが彩る、スリムなフレンチネイルデザイン

サイズ
約 １０９×５０×１３.４mm

約 ３.２インチ
フルワイドＶＧＡ

約 ８１０万画素
ＣＭＯＳ

Ｔｉａｒａ Whitｅ

質量
約 １１０ ｇ

Proud ＢｌｕｅＰｒｏｓｐｅｃｔ Ｂｌａｃｋ Ｅｔｅｒｎｉｔｙ Ｐｉｎｋ
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◆ ８１０万画素カメラがさらに進化。
お肌をより美しく写す「美肌モード」、撮影間隔１.５秒の「クイックショット 」
対応で次々撮れる。

◆ さらにサイドキーですぐ起動できるライト、
いつでも 適な設定で撮影できる
自動シーン判別など、使える充実機能を搭載。

１
３

４

上質なフレンチネイルデザイン

美肌モード搭載の８１０万画素カメラなど、充実の機能

充実のデコメ絵文字 や、バラエティに富んだコンテンツ

２ 外側も内側も、贅沢に光り輝くイルミネーション

◆ フレンチネイルのようなネイルアートのエッセンスを取り入れた美しいデザイン
で、上質さを表現。

◆ 内側はキーの隙間からこぼれる色とりどりのオーロライルミネー
ションがドラマティックな輝き。また、メールの内容に応じて輝き方
と色が変化して、着信などをエモーショナルに伝える。 ◆ 楽しみながら続けられる、コナミスポーツクラブ監修アプリ

「Ｅｎｊｏｙ Ｅｘｅｒｃｉｓｅ 」を搭載。ＬＯＨＡＳとＢＡＳＩＣの２つの
モードを、運動目的や気分に合わせて選択でき、
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
楽しいコンテンツも多数搭載しているので、
飽きずに運動を続けられる。

◆ 人気のSTNY by Samantha Thavasa とのコラボレーション
モデルを用意（Ｅｔｅｒｎｉｔｙ Ｐｉｎｋのみ）。
限定の「ダブルチャームストラップ」と「スペシャルパフュー
ムパッケージ」は自慢したくなる可愛らしさ。
コラボレーションモデルだけの限定コンテンツもプリインストール。

◆ ２，７０１パターンから好みに合わせて選べる「マイセレクト 」
に対応。
「Ｓｗｅｅｔ」「Ｃａｓｕａｌ」「Ｅｌｅｇａｎｔ」「Ｇｏｒｇｅｏｕｓ」の４つの
テイストで、さまざまな表現のパーツを用意。
イルミネーションモチーフは、
「♪」「ハート」やイニシャルなど４２種類。
プレミアム感がアップする、限定デザインも予定。

◆ 外側には本体カラーにあった光が様々なパターンで流れ、
着信などをお知らせ。

TM

◆ １３．４mmのスリムデザインを維持したまま、要望の高かった
ニューロポインターをついに搭載することで、
操作性が格段に向上。

サイドキーでライトもカンタンON-OFF

◆ 送信時 大５．７Mbps、受信時 大７．２MbpsのＦＯＭＡハイスピードに対応。

◆ 新しいデコメ絵文字 が増えて、１，３６０種類もプリインストール。
人気サイトのデコメ絵文字 をたくさんプリインしているから、
毎日のメールがもっと楽しく。
デコメ絵文字 も文字変換に対応して、使いやすさが大幅にアップ。
ニューロポインターでデコメ絵文字 もスイスイ選べる。

®

®

®

®

®

®

®
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※ 各スペックは暫定値です。

N-０３B 美しさが長持ちする
ナチュラルデザイン＆ウォータープルーフ

サイズ
約 １１１×５０×１４.９mm

約 ３.２インチ
フルワイドＶＧＡ

約 ８１０万画素
ＣＭＯＳ

ブルー

質量
約 １２８ ｇ

ピンクホワイト ブラウン
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◆ 水面をイメージし波模様をあしらった心安らぐナチュラルデザインに、光沢感が
美しい背面パネルには従来比 約５倍 の硬度を持つハードコートを採用。また、
日産の技術を応用した塗装「ＳＣＲＡＴＣＨ ＳＨＩＥＬＤ （スクラッチシールド）」で、
ケータイ表面 の塗装をはがれにくくし、美しさがより長持ち。

１ ２防水＆長持ち塗装で、美しさがより長持ち ８１０万画素AFカメラ＆新ｅCOモード搭載など機能充実

◆ お風呂やキッチンでメールやワンセグが楽しめるＩＰＸ５等級／ＩＰＸ７等級
の防水性能。

◆ いつでも 適な設定で撮影できる自動シーン判別や、ペットや子どもの
一瞬の出来事を撮影しスローモーションで再生できる「スピードムービー 」
のほか、笑顔になった瞬間にシャッターがきれる「スマイルモード」など、カメラ
機能も充実。

３ 心安らぐ癒しのコンテンツ

※１＝ N-０２A比 ※２= 背面パネル、ディスプレイ、各種ボタン、端子部品などは塗装対象外です。

®

®

スピードムービーモード スマイルモード

◆ 手軽に使える進化したｅｃｏモードを搭載。
電池残量によって自動で 適なモードへ移行し、実使用時間が約１０％ 向上。

◆ 高精細３.２インチフルワイドＶＧＡ液晶を搭ＶＧＡ撮影画像はもちろん、
メールやワンセグ画面も大きくきれいで見やすい。◆ ”北欧”をイメージした癒しのコンテンツを搭載。

毎月カラーと画像が変化。

◆ 何気ない仕草に心を癒される
キュートな猫の新キャラクター、
“nｅco”を搭載。

◆ 従来のウォーキングカウンターに楽しさの要素を加えた、コナミスポーツクラブ
監修のスポーツアプリ「Ｅｎｊｏｙ Ｅｘｅｒｃｉｓｅ 」を搭載し、楽しく毎日健康に。

◆ 加速度センサー内蔵で、左右どちらに傾けても自動的に横画面に切り替わる。

◆ 知りたい、使いたい機能の説明、操作方法を確認できる「使いかたナビ 」で、
初めてでも安心。

４ 実用的機能も満載

※

※QＶＧＡサイズまで対応

※

※ＥＣＯモード未使用時と
比較

®

®

画面の明るさを自動調整
待受や機能をセーブして

電池を長持ち！

※１

※２
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※ 各スペックは暫定値です。

P-０２B タッチ操作でカメラが使いやすい。
Ｒｉｃｈ＆Ｃｕｔｅなスイングスライド

サイズ
約 １１２×５０×１８.８mm

約 ３.１インチ
フルワイドＶＧＡ

約 ８１０万画素
ＣＭＯＳ

ピンク

質量
約 １４９ ｇ

グリーンホワイト ブラック

®

PEANUTS United Feature Syndicate,inc.©
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１ ２Ｒｉｃｈ＆Ｃｕｔｅ なスイングスライドデザイン
タッチ操作＆高速起動でさらに使いやすくなった
「おまかせキレイ 」のカメラ搭載

◆ 華やかなピンクや個性的なグリーンといった、鮮やかなカラーバリエーション。
高級感を演出する金属調フレームをあわせた、カワイらしさの中にリッチさを
兼ね備えたスイングスライドデザイン。

◆ タッチパネルに対応し、ピントあわせは画面にタッチするだけの簡単操作で
ＯＫ。「おまかせｉＡ 」でいろんなシーンを認識し、 適な設定に自動で調整
してくれるから、後はシャッターを押すだけでキレイな写真が撮れる。

３ ケータイを使うのが楽しくなるスヌーピーコンテンツ

◆ 歩数計に連動してスヌーピーがアクションを取ってくれる待受画面や、
好みに合わせてカスタマイズできるきせかえツールを搭載。

◆ スヌーピーに加え、ウッドストックやチャーリーブラウンなどＰＥＡＮＵＴＳの
仲間たちが登場する楽しいマチキャラやデコメピクチャをプリインストール。

TM

◆ 被写体が動いても追っかけて、ピントと明るさを 適設定にあわせてくれる
「追っかけフォーカス 」搭載の約８１０万画素カメラ。

◆ ２人の距離が近づくとシャッターが切れる「ラブシャッター 」や、
設定した人数がそろうとシャッターが切れる「グループシャッター 」
機能を搭載。
カメラメニューも自分の好みに合わせて切り替え可能。

TM

TM

®

®

◆ カメラの起動/オートフォーカスがスピードアップした
ので、撮りたいときにすぐ撮れる。

◆ スピードセレクター 中央の決定キーの中に
ハート型モチーフのイルミネーション。（ピンクのみ）

２人の顔が近づくと
パシャ！

®
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※ 各スペックは暫定値です。

SH-０２B 光とフォルムが美しいラウンドクリスタルデザイン

サイズ
約 １１０×５０×１６.９mm

約 ３.４インチ
フルワイドＶＧＡ

約 ８００万画素
ＣＣＤ

Ｂｌａｃｋ

質量
約 １１７ ｇ

ＢｌｕｅＯｒａｎｇｅ Ｐｉｎｋ Ｓｉｌｖｅｒ
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１ ２星空のようなイルミネーションと透明感のあるデザイン
ＣＣＤ ８００万画素カメラ＆
撮影した写真も３.４インチ大画面液晶で楽しめる

◆ クリスタルのような透明感、角度によって表情を変える表面パネルを採用。
洗練された形状で、見ても触っても心地よいラウンドクリスタルデザイン。

◆ 「チェイスフォーカス」「シーン自動認識」
「笑顔フォーカスシャッター」
「振り向きシャッター」など、充実機能で
使いやすいＣＣＤ ８００万画素カメラ。

３ かんたん、楽しい充実したデコメ ！

◆ 撮影するだけで、オリジナルのデコメ絵文字 やデコメ ピクチャが作成できる
「ショットデコ」や「モーションデコ」を搭載。

◆ １，５３６種類のデコメ絵文字 やデコメ ピクチャをプリインストール。
テキストメールにワンタッチでかんたんにデコメ絵文字 を挿入したりデコメール
に変身！「絵文字プラス」搭載。

◆ ワンボタンでテキストメールをデコメアニメ にかんたん変換！

◆ 大画面で撮影しやすい、３．４インチフルワイドＶＧＡ液晶。
４３万画素の内側カメラを使えば、手軽に身だしなみチェックができる
「ハンドミラー」や、自分撮りもキレイな「プリティアレンジカメラ」が楽しめる。

◆ 手の中に星空が美しく輝くイルミネーション。
さらにイルミパターン対応きせかえツールをダウンロードすれば、もっと自分
好みにカスタマイズできる。

◆ ミラーボディに浮かび上がる大型サブディスプレイ。
メール本文など文字を使ったデザインやイルミネーションと調和した
アニメーションの表示で、１枚のインフォメーションキャンパスに！

◆ 登録した個人の顔に優先してピントを合わせて撮影できる「個人検出」。
フォーカスマークもカスタマイズ
できて、さらに楽しく。

◆ 登録した顔に名前をつけることで、データBOＸから探したい人の写真を
かんたん検索できる「個人アルバム」も搭載。

®®

®®

【「音声着信」の場合】

星屑のウェーブ、携帯アイコンと
やわらかなLｅDの点滅で着信をお知らせ

®

®

®
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※ 各スペックは暫定値です。

SH-０４B おいしいコミュニケーション
甘くとろけるチョコレート ｂｙ 「Ｑ-ｐｏｔ．」

サイズ
約 １０９×５０×１６.３mm

約 ３.０インチ
フルワイドＶＧＡ

約 ８００万画素
ＣＣＤ

Ｍｅｌｔｙ Ｂｉｔｔｅｒ

質量
約 １３１ ｇ

Ｍｅｌｔｙ Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ

◆ 限定 １３,０００台
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１ ３

５

チョコレートをモチーフにした Ｓｗｅｅｔ なデザイン ここでしか手に入らない、オリジナルストラップを同梱

◆ デザイナー・ワカマツ タダアキが手がけるアクセサリーブランド「Ｑ-ｐｏｔ．」
とのコラボレーション。

◆ 素材の触感まで楽しめる、とろ～りとろける板チョコのような立体的パネ
ルデザイン。持っているだけで楽しくハッピーな気分に。

◆ ＣＣＤ ８００万画素カメラと画像処理エンジン「ProPiＸ」搭載。暗いシーンや動く
被写体も美しく撮影できる。

◆ 被写体に合わせて 適な撮影モードに切り替える「シーン自動認識」を搭載。

◆ 大５人までの顔を検出する「顔検出機能」、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」や「コンティニュアスＡＦ」で、かんたんキレイ
な写真が撮れる。
ほか「笑顔フォーカスシャッター」や「振り向きシャッター」など充実の撮影機能。

２ オリジナルの Ｓｗｅｅｔ なコンテンツ
夜景や動く被写体でもかんたんキレイに撮れる
ＣＣＤ ８００万画素カメラ

◆ 内蔵コンテンツも「Ｑ-ｐｏｔ．」の世界観を表現したポップでユニークな「歯」や
「オバケ」のデザイン、また、カワイイだけじゃない大人の甘さが広がる
「チョコレート」など、「Ｑ-ｐｏｔ．」の人気モチーフが勢ぞろい。

待受画面、きせかえツールはもちろん、デコメ絵文字 や電池・電波マーク、
メロディにいたるまで、細部にわたって作り上げられた Ｓｗｅｅｔ な世界が、
毎日のケータイライフをもっと楽しく演出。

®

◆ チョコレートとホイップ・クリームをモチーフにした、ユニークでカワイイ
「Ｑ-ｐｏｔ．」オリジナルストラップを付属品として同梱。

ほか限定アートブックや、オリジナルパッケージで
特別感がさらにアップ。

４ 利用シーンが広がる防水対応

◆ バスルームやキッチンでも、メール・ワンセグが楽しめる防水性能（ＩＰＸ５/７等級）。

◆ オープンテラスのカフェやスポーツ中など、屋外での利用中に急な雨に降られて
も操作可能。

Gramme Co.    Q-pot.© ©
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※ 各スペックは暫定値です。

SH-０５B 雑誌「Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ」の人気モデルがプロデュース！
「こんなケータイがあったらいいのに・・・」ティーン理想のデザインが実現☆

サイズ
約 １０８×４９×１３.９mm

約 ３.０インチ
フルワイドＶＧＡ

約 ５２０万画素
ＣＭＯＳ

yurukawa ｐｉｎｋ

（ゆるかわピンク）

質量
約 １０７ ｇ

yancha ｐｉｎｋ

（やんちゃピンク）
otokomae ｐｉｎｋ

（オトコマエピンク）
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１ ２女子高生のあこがれモデル３人と読者が選んだ、
ＡＬＬピンク３色！

“盛り写メ”はおまかせ☆ 充実のカメラ機能

◆ 前代未聞！
カラーバリエーションの常識をうちやぶる、３色すべてピンク展開！
大人が考えたピンク１種類じゃ満足できない、ティーン世代のためのケータイ。

◆ 女子高生がカメラに求める機能 No.１ “内カメ”を搭載。
「ほっそり」「目ぱっちり」「色白」などフェイスエフェクトで
ブログやプロフの自分撮りを 強に“盛り”まくり！

◆ べんりな内側カメラ専用キー。
長押しすると「ハンドミラー」が起動、いつでもどこでもササッと顔チェック！

３ メニュー画面、絵文字、辞書、コンテンツなど“Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ”バージョンも！

◆ とっておきのメッセージや
署名にメールをかわいく
演出できるモデルの手描き
ひらがな文字、他機種では
ありえないハートだけで
１７５種類ものデコメ絵文字
を内蔵！

◆ 雑誌「Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ」専属、“ＳＴモデル”の桐谷美玲、波瑠、有末麻祐子が、
Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ読者のアンケートをもとにこだわりのピンクをセレクト。
それぞれのファッションテイストとキャラクターも表現した３種類のピンクで、
すべての女のコの好みをフォロー。

◆ サイドやカメラまわりの配色、質感はもちろん、
ハート型スピーカーからキーデザインの細部にいたるまで、
ティーンの目線に立ったこだわりのデザイン！

桐谷美玲

yurukawa ｐｉｎｋ

（ゆるかわピンク）

有末麻祐子

yancha ｐｉｎｋ

（やんちゃピンク）

波瑠

otokomae ｐｉｎｋ

（オトコマエピンク）

内側カメラ
専用キー

◆ 外側メインカメラは５２０万画素のキレイ画質！

友達の顔を登録すると優先してピントを合わせてくれる“個人検出”機能は、
フォーカスマークをティアラ型やハート型など人別に決められるから、楽しく
写真が撮れる！
データBOＸからその友達が写っている写真だけをサッと集めて見られる
“個人アルバム”も便利。

◆ 変換の「イラッ」にさようなら♪
ティーンがメールでよく使う
語句をＳｅｖｅｎｔｅｅｎ読者に調査。

新流行の人名、ブランド名、
顔文字が予測変換候補に並
ぶ快適さをダウンロード辞書
で提供。

◆ 記念日、誕生日等、デコメール
を送りたくなる特別な日やイベ
ントに合わせた実用的なデコメ
テンプレ。

◆ 勉強のサポートもケータイ
が主流！
和英・英和・国語などの
学習辞書辞典を搭載。

®

◆ 友達やペットの顔を、
デコメ絵文字 や動き
のあるデコメピクチャ
にできる“ショットデコ”、
“モーションデコ”。

®

®
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F-０１B １２２０万画素カメラ × ハイスペック防水ケータイ

※ 各スペックは暫定値です。

サイズ
約 １１４×５１×１７.３mm

約 ３.４インチ
フルワイドＶＧＡ

約 １２２０万画素
ＣＭＯＳ

ＢLUE

質量
約 １４１ ｇ

ＢLACK WHITE
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１ 高性能カメラ搭載のハイスペック防水＆防塵ケータイ

３.４インチフルワイドＶＧＶＧＡ×
タッチパネルで快適な操作性２

◆ １２２０万画素高性能カメラを搭載。
「スーパーデジタルズーム」で、 大約６.２倍まで画質劣化がなくズーム撮影が
可能。画像の一部をトリミングしても美しい画像を再現。

◆ ３.４インチフルワイドＶＧＡ液ＶＧＡ画面タッチパネルで、
タテでもヨコでも快適なタッチ操作が可能。

◆ フォーカスを合わせた被写体を自動で追いかけてピントを合わせ続ける「トラッキン
グフォーカス」や「自動シーン認識」、「局所コントラスト補正」、「トリプルブレガード」
など充実のアシスト機能を搭載。

◆ お風呂やキッチンでも使える防水性能ＩＰＸ５等級/ＩＰＸ７等級や、水深１．５mまでの
水中カメラ撮影が可能なＩＰＸ８等級に対応。さらに防塵のＩＰ５Ｘ等級にも対応。

◆ 家族・恋人など大切な人の顔をあらかじめ登録しておくと撮影時に顔認識を
行い、優先的にピントを合わせる「サーチミーフォーカス（個人認識機能）」搭載。

ジャイロセンサーなどで人の動きを感知する
ヒューマンセンシング機能で生活をサポート３

◆ 富士通独自の高性能手書き文字認識エンジンの搭載で、
直感的に文字入力が可能な「フリータッチライティング」搭載。

◆ タッチパネルを使って、写真にプリクラのように
手書きでコメントをつけたり、デコレーションできる
「手書きスナップ」機能を搭載。
写真添付メールがより楽しめる。

◆ ケータイを腰に取り付けてスイ
ングフォームを診断する
「ＥＴＧＡ（Ｅｚｕｒｅ Ｔａｄａｓｈｉ Ｇｏｌｆ
Ａｃａｄｅｍｙ）スウィングレッスン」
を搭載。
江連プロ監修による診断と
アドバイスでゴルフの上達
をサポート。

◆他の人からの覗き見を防止する「プライバシービュー」や、ケータイを傾けると
自動的に表示方向が切り替わる「オートローテーション」機能を搭載。
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F-０４B 世界初 セパレートスタイル×１２２０万画素カメラ搭載
ハイスペックケータイ

※ 各スペックは暫定値です。

サイズ
約 １１４×５１×２０.４mm

（ 薄部 約１９.６mm）

約 ３.４インチ
フルワイドＶＧＡ

約 １２２０万画素
ＣＭＯＳ

ＢLACK

質量
約 １７３ ｇ

WHITE

※

※２００９年１１月９日現在、富士通株式会社調べ
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◆ １２２０万画素高性能カメラを搭載。「スーパーデジタルズーム」で、 大 約６.３倍まで
画質劣化がなくズーム撮影が可能。画像の一部をトリミングしても美しい画像を実現。

１ ディスプレイとキー部が離れる、新しいケータイのスタイルを実現

◆ 普段はスライドケータイ、
ディスプレイユニットのみで９mm台の薄型３．４インチのタッチパネルケータイ、
ディスプレイユニットとキーユニットを
分離するとＱＷＥＲＴＹキー操作が可能な
セパレートケータイに!

◆ 電話をしながら、ディスプレイユニットでメール、電話帳、スケジュール、ドキュメント
の確認が可能。またｉモードやフルブラウザの検索、さらにカメラ撮影もでき、
“ながら”シーンが拡がり、より便利なツールとして活躍。

１２２０万画素高性能カメラ搭載のハイスペックケータイ３

◆ 高性能手書き文字認識「フリータッチ
ライティング」に対応し、文字入力や数字入力も簡単で、
コンパクトに使用可能。

◆ セパレートで利用すれば
QWERTYキーでサクサク文字入力。

長文メールも快適に入力。

２

◆ ディスプレイユニットとキーユニットのどちらかが見当たらなくても「ケータイ
サーチ」機能を使えば、見当たらないユニットから音と光で場所をお知らせして
くれるので、簡単に探すことが可能。

◆「プロジェクターユニット＜オプション品＞
（予定）」を接続すると、ワンセグ、静止画、
動画などを大勢で見ながら楽しめる。

電話をしながらメールをしたり、
離れた場所からリモコンシャッターで写真撮影が可能

◆ 家族・恋人など大切な人の顔をあらかじめ登録しておくと撮影時に顔認識を行い
優先的にピントを合わせる 「サーチミーフォーカス（個人認識撮影機能）」搭載。
さらに、「スマイルファインダー」機能と連動することで、その人の笑顔のベストショットを
撮影可能。

◆ フォーカスを合わせた被写体を自動で追いかけてピントを合わせ続ける 「トラッキン
グフォーカス」や「自動シーン認識」など充実の撮影アシスト機能を搭載。

◆ ディスプレイユニットを見ながら通話ができるため、

テレビ電話も周りに声が聞こえず快適。

◆ 本格的ゲーム機のコントローラーのように両手で

快適にゲーム操作ができる 「ゲームモード」を搭載。
キーユニットをリモコン代わりに上下左右に動かして
楽しむ直感ゲームに対応。

◆ キーユニットを分離してリモコンシャッター撮影が可能。
◆ キーユニットのみを腰に付けスイングする事でディスプレイ画面を見ながらスイング

フォームの診断が可能。
「ＥＴＧＡ（Ｅｚｕｒｅ Ｔａｄａｓｈｉ Ｇｏｌｆ Ａｃａｄｅｍｙ）スイングレッスン」を搭載。
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N-０２B １２２０万画素カメラ搭載、
起動から保存までが速い「瞬撮ケータイ」

※ 各スペックは暫定値です。

サイズ
約 １１３×５０×１６.９mm

約 ３.２インチ
フルワイドＶＧＡ

約 １２２０万画素
ＣＭＯＳ

LASER WHITE

質量
約 １４７ ｇ

CYBER ＢLACKFLASH SILVER
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瞬間起動で
すぐ撮れる

２枚目も
すぐ撮れる

◆ 約０．８秒で起動できる瞬速起動だから、シャッターチャンスを逃さない。
１２２０万画素でも撮影間隔約１．５秒の瞬速撮影「クイックショット 」で、
撮影から保存までが速いから次々撮れる。

１ 瞬速起動＆瞬速撮影、撮りたいシーンをタッチで撮影
１２２０万画素カメラ

自動シーン判別で多彩なシーンもカンタン、キレイ

◆ 広角２８mmレンズの１２２０万画素カメラ搭載で細部までキレイに撮影できる。

◆ 撮影シーンを自動で判別し、最適に画質を調整するから、複雑な設定をする必要
がなくカンタン・キレイに撮れる。

撮影した写真や動画メールを簡単アップロード＆高速送信３

◆ 暗い室内や夜景も明るく撮れる高感度モード、手ブレ補正、ライト搭載。

◆ 送信時最大５．７Ｍｂｐｓ、受信時最大７．２ＭｂｐｓのＦＯＭＡハイスピードに対応。

◆ タッチで被写体にフォーカスを合わせタッチで撮影できる。さらにフォーカスした
被写体を自動追尾する「ついてくフォーカス」も搭載。

◆ 超解像技術で細部までキレイに、ズーム撮影も今まで以上にキレイに撮れる。

◆ 動画や静止画などマルチメディアに対応した「ケータイデータお預かり
サービス」も高速アップロード。

◆ Wi-Fiを使用して、撮った写真を
友達と共有する「ライフストレージ」対応。

◆ Ｗｉ-Ｆｉ接続で送受信最大５４Ｍｂｐｓの高速パケット通信が可能。
サイト検索や動画ダウンロードも一瞬で実行可能で、ストレスなく
快適にブラウジング。

◆ アクセスポイント（親機）として、ポータブルゲームなどの
Ｗｉ-Ｆｉ対応機器（子機）とアクセス可能。
ご家庭でも外出先でも通信対戦ゲームなどが楽しめる。

２

TM

N-０２B
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P-０１B タッチパッドと高速オートフォーカスが快適な
大画面液晶搭載のＶＩＥＲＡケータイ

※ 各スペックは暫定値です。

サイズ
約 １１１×５０×１７.７mm

約 ３.３インチ
フルワイドＶＧＡ

約 ８１０万画素
ＣＭＯＳ

マゼンタ

質量
約 １３５ ｇ

ホワイト ブラック
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１ タッチパッド搭載、大画面スッキリＷオープンスタイル

豪華ゲームラインナップや歩数計など充実のエンタメ機能

◆ 開きやすくて持ちやすい、進化したスッキリＷオープンスタイルの、
３．３インチ大画面で高画質ワンセグが楽しめる。
また、切り替えボタンでダイヤルボタン部分がタッチパッドに切り替わり、
スクロールやポインタ操作が自由自在に操作可能。写真をめくれる
「バラエティフォトビューア™」やフルブラウザ、ゲームもタッチパッドで快適操作。

◆ フラットWオープンならではの横ゲームを中心とした、豪華ラインナップを１１本用意。

◆大型カラーサブディスプレイで、閉じたままのワンセグ視聴やメールが可能。

高速オートフォーカスと２つのオートシャッターで、
より写真撮影が楽しめる。２

◆ フォーカスロック時間がおよそ０．２秒で撮りたいシーンをすばやく撮影できる
高速オートフォーカス機能をはじめ、２人の顔が近づくだけで写真が撮れる
「ラブシャッター」や、設定人数の顔が揃うと自動で写真が撮れる
「グループシャッター」を搭載。

◆ ケータイを閉じたまま２インチ大画面サブディスプレイをファインダーにして撮影
できるなど、多彩な撮影スタイルが可能な８１０万画素カメラ。

３

・レッツタップ
・ぷよぷよ～ん＆コラムス
・旺文社 漢検アプリ ｆｏｒ Ｐ

◆ 歩数計が搭載され、歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量のデータをグラフ表示し、
管理が可能。

◆ パナソニックのメーカーサイトから１０種類の文字フォントをダウンロードができ、
カスタマイズが楽しめる。

◆ 撮影シーンを自動で判別する「おまかせｉＡ」と、「追っかけフォーカス」で、
撮りたい瞬間を逃さない。

◆ １７種類のエフェクトなどデジタルフォトフレームとして写真を楽しめる

「バラエティフォトビューア」に対応。

２人の顔が近づくと
パシャ！

設定人数の顔がそろうと
パシャ！

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

ほか

など
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SH-０１B クリスタルなデザインが美しい
ＣＣＤ １２１０万画素カメラ「ＡＱＵＯＳ ＳＨＯＴ」

※ 各スペックは暫定値です。

サイズ
約 １１０×５０×１４.７mm

約 ３.４インチ
フルワイドＶＧＡ

約 １２１０万画素
ＣＣＤ

Ｂｌａｃｋ

質量
約 １２６ ｇ

Whitｅ Ｇｏｌｄ
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１ 個人検出や、さまざまな連続撮影機能に対応
ＣＣＤ １２１０万画素カメラ＆画像処理エンジン「ProPiＸ」搭載

鮮やかにきらめくサイドイルミネーションが美しい
クリスタル調デザイン

◆ コンパクトデジタルカメラに匹敵するＣＣＤ １２１０万画素の
高精細カメラと、画像処理エンジン「ＰｒｏＰｉＸ」で、記念に
残したい大切なシーンを美しく記録。

◆ 登録した個人の顔に優先的にピントを合わせて撮影できる「個人検出」や、３つの
ブレ補正機能、ほか「チェイスフォーカス」、「シーン自動認識」など、簡単にキレイ
な撮影を実現する便利機能が満載。

さらに個人検出を行って撮影し、写真と一緒に名前を保存することで、
データBOＸから探したい人の顔をかんたん検索できる「個人アルバム」。

手書きタッチ入力にも対応！ ３．４インチ大画面ディスプレイ搭載３

◆ 着信時などさまざまなシーンで、側面がクリスタルのように
鮮やかにきらめくサイドイルミネーション。

イルミネーションパターンがきせかえツールに対応、
ダウンロードして自分好みにカスタマイズもできる。

◆ 高輝度LＥDフラッシュで暗いシーンでも人物等の被写体を明るく照らし、キレイ

に撮影が可能。また手ブレや被写体ブレを軽減して撮影できる 大ＩＳＯ感度
１２８００相当の高感度撮影に対応し、
光量の足りない暗いシーンでも、
明るくブレのない撮影が可能。

◆ 歩数計や直近のスケジュール、iチャネルテロップ、
メール本文などの表示に対応した、大型サブディスプレイ搭載。

◆ タッチ操作もらくらくできる、大画面３．４インチのＮｅｗモバイルASV液晶。

◆ 手書きタッチ入力に対応。撮影した顔にエフェクトをかけたり、写真にタッチで落書き
やスタンプが楽しめる「プリティアレンジカメラ」、サッとメモを取って画面に貼り付け
できる手書き「待受メモ」、手書き「デコメ ピクチャ」など使い方が拡がる。

◆ 残したい瞬間をキャッチできる「ベストセレクトフォト」や、露出の異なる写真から
撮りたいイメージの写真を１枚選べる「ブラケット」、連続撮影した写真を１枚の
画像として合成できる「ストロボフォト」等、連続撮影機能がさらに充実。

◆ 操作性が良く手に馴染む１４．７mmボディに多彩な機能を搭載。

２

®
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F-０３B 上質デザインにこだわった
１２２０万画素カメラ搭載のスリム防水

※ 各スペックは暫定値です。

シルバーメタル

サイズ
約 １１０×５０×１３.９mm

約 ３.０インチ
フルワイドＶＧＡ

約 １２２０万画素
ＣＭＯＳ

質量
約 １２２ ｇ

ＴＩＴＡＮＩＵＭ ＢＲＯＷＮ Ｂｌａｃｋ Rｅｄ

※ 各スペックは暫定値です。

Ｇｏｌｄ
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１ 防水・防塵対応の１２２０万画素高性能カメラ搭載 洗練された上質感がただようこだわりのデザイン

◆ 防水性能ＩＰＸ５等級/ＩＰＸ７等級や、水深１．５mまでの
水中でカメラ撮影が可能なＩＰＸ８等級に対応。
さらに防塵のＩＰ５Ｘにも対応。

◆ ヘアライン加工されたステンレスパネルと、ミラー調の立体的なプレスラインとの
コントラストが持つ人をスマートに演出。

◆ １２２０万画素に加え、デジタルカメラ向け
画像処理エンジンのＭｉｌｂｅａｕｔ （ミルビュー）
技術を継承した「Ｍｉｌｂｅａｕｔ Mobilｅ」を搭載した高性能カメラ機能。
画像の一部をトリミングしても美しい画像を実現。

◆ ホワイトボード撮影モード、 大ＩＳＯ２５６００相当の高感度撮影モード、
「トラッキングオートフォーカス」、「トリプルブレガード」等、様々な撮影アシスト機能
を搭載。

充実のセキュリティ機能に加え、多彩な便利機能を搭載３

◆「サーチミーフォーカス（個人認識撮影機能）」で登録した顔に自動で
フォーカスを合わせてくれるので、ピント合わせも簡単。

◆指紋センサーに加え、新たにmicroＳＤカードロック、開閉ロック、オートキーロック、
プライバシービューを搭載し、より強固なセキュリティを実現。

２

◆ ステンレスパネルからさりげなく光ることで着信を知らせるイルミネーションや、
７色に光るレインボーキーイルミ搭載。

◆ 使いやすさだけでなく、デザインのアクセントとしても高級感を演出する
オープンアシスト機能。

◆ ブルーレイディスクレコーダー連携、ワンセグ、ドルビー モバイル、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
といったオーディオビジュアル機能搭載。

◆ 探究心をくすぐる「ナショナルジオグラフィック」のきせかえツールをプリインストール。

◆ ワンランク上の上質を提供する本物にこだわった「ＴＩＴＡＮＩＵＭ ＢＲＯＷＮ」を用意。

１８金やチタンといった本物を使用した高級感あふれるデザイン。

®

®

®

Joel Sartore/
National Geographic Image Collection

Frans Lanting/
National Geographic Image Collection

Alaska Stock Images/
National Geographic Image Collection

© © ©
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P-０３B ＦＯＭＡ最長クラスの連続待受時間 を実現した
スリムケータイ

※ 各スペックは暫定値です。
シルバーメタル

サイズ
約 １１３×５０×１３.４mm

約 ３.０インチ
フルワイドQＶＧＡ

約 ８１０万画素
ＣMOS

質量
約 １３６ ｇ

SILVＥＲ ＧＯＬＤ ＢＬＡＣＫ

※ 各スペックは暫定値です。

※

※ ２００９年１１月１０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
連続待受時間とは、本体を折りたたみ、電波を正常に受信できる状態での平均的な利用時間です。
ご使用環境や利用頻度によっては短くなる場合があります。
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１ ＦＯＭＡ 長クラスの連続待受時間を実現
有機ＥＬディスプレイ ＆
追っかけフォーカス対応 ８１０万画素カメラを搭載

◆ スリムなボディにＦＯＭＡ史上 長の
連続待受時間を実現。

◆ 有機ＥＬディスプレイを採用し、高い色再現性と高コントラストを実現することで、
色鮮やかなワンセグや写真をさらに高画質で楽しめる。

金属の素材感が美しいフロントパネル２

◆ ワンタッチ（マルチボタン長押し）で簡単に
１００％表示の電池残量確認が可能。
また同時に電池消費量を抑える設定方法
を画面でお知らせ。

◆ ステンレスのフロントパネル部に、チタンやクロムなどを利用した、
「プラズマハードコート 」を施すことで、従来の塗装では表現できなかった金属の
持つ美しさを表現。

３

◆ 有機ＥＬディスプレイ採用により、上筐体部の薄型化を実現。
携帯電話全体のバランスを約１：３に設定し、薄さを維持しつつ、より持ちやすく、
より使いやすいデザインに。

◆ 撮りたいものにカメラを向けるだけでシーンを自動で判別する「インテリジェント
オート」機能や、被写体が動いてもピントと明るさを自動で調整する「追っかけ
フォーカス」機能に対応した、８１０万画素の高性能カメラを搭載。
撮ったその場で簡単にブログにアップすることも可能。

TM
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SC-０１B コンパクトボディにタッチパネル＆QWＥRTYキー搭載

サイズ
約 １１６×６０×１２．７mm

約 ２.６インチ
３２０×３２０

約 ３１０万画素
ＣＭＯＳ

質量
約 １３０ ｇ

Purplｅ Ｂｌａｃｋ
※ 各スペックは暫定値です。
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２
１ ストレートタイプのコンパクトボディに

タッチパネル＆ＱＷＥＲＴＹキー搭載
多彩なアプリをダウンロードできる
「Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍａｒｋｅｔｐｌａｃｅ ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ｣対応した
「Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍｏｂｉｌｅ ６.５ 」搭載

◆ ＱＷＥＲＴＹキーボード搭載で長文メールやブログ、ＳＮＳも、ＰＣライクに入力可能。

◆ アプリケーションストア「Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍａｒkｅｔｐｌａｃe ｆｏｒ Ｍｏｂｉｌｅ」に対応し、
さまざまなアプリケーションをダウンロードできる。

幅広いワイヤレステクノロジーで
快適なインターネット接続が可能３

◆ 待受ウィジェット機能搭載で、
直感的で滑らかな操作性を実現。

◆ 送信時 大５，７Ｍｂｐｓ、受信時 大７，２ＭｂｐｓのＦＯＭＡハイスピード対応＋
無線ＬＡＮ８０２．１１ｂ/ｇ対応で、ブログやＳＮＳへの写真アップロードも快適。

２

◆ オンラインストレージ・同期化サービス 「Ｍｉｃｒｏｓｆｔ Ｍｙ ｐｈｏｎｅ 」 対応

◆ 電話帳から簡単タッチ操作で「電話をかける」や「メールの作成」が可能。
◆ 音楽プレーヤーやフォトアルバムもタッチパネルで簡単操作。

◆ タッチパネル操作性が向上した「Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍｏｂｉｌｅ ６．５ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ」を搭載。

◆ 世界１９９の国・地域で利用可能な「WORLD WING  （３G+GSM）」に対応。
※２００９年１０月３０日現在

◆ 「スマートコンバーター」で通貨や単位も簡単換算できるので、海外でも安心。

連絡先や予定表、メール、写真やビデオ、各種ドキュメントといったデータを、
パスワード保護つきのウェブサイトと同期可能！

®

®

®

®

®

®
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SH-０３B ３.７インチ大画面タッチパネル＆ＱＷＥＲＴＹキー搭載！
iモードもメールも快適操作

サイズ
約 １１７×５６×１５.６mm

約 ３.７インチ
フルワイドＶＧＡ

約 ５２０万画素
ＣＭＯＳ

質量
約 １４５ ｇ

シルバーメタルＷｈｉｔｅ ＭａｇｅｎｔａＢｌａｃｋ
※ 各スペックは暫定値です。
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１ ３.７インチ大画面フルワイドＶＧＡ
タッチパネル液晶でスピーディに操作

数字キーが独立した、使い勝手のよいQWＥRTYキーボードで
長文入力も快適に

◆ ワンセグ、フルブラウザ、インターネット動画が大迫力で楽しめる。
大画面３.７インチフルワイドＶＧＡ液晶搭載。

◆ 数字キーが独立したQWＥRTYキーボード搭載。
日付などの数字入力がよりスピーディに。

機能美と操作性を追求したデザイン３

◆ 大画面を活かした２画面表示に対応。
受信メールを見ながら返信メールを作成できる参照返信機能など、さらに使いやすく。

◆ 透明感と造形美を追求したクリスタル調デザインの採用により、
インターネット端末をスマートに表現。

２

◆ 「Ｆｎ」 「↑（ｓｈｉｆｔ）」 をキーボード両側に配置。
Ｆｎロック、ｓｈｉｆｔロックにも対応し、よくつかう「（ ）」や「＆」などの記号や英字も
かんたん入力できるので、長文メールやブログ、SNSも、PCのような快適入力が
可能。

◆ よく使う機能を自分の好みにカスタマイズできる「待受タッチランチャ」を搭載。

◆ 絵文字ボタンでデコメ絵文字 や絵文字がワンタッチで表示、
iモードメールがさらに便利に。

®

◆ クリスタルデザインを美しく引き立てる４コーナーイルミネーションにより、
不在着信やメール通知も即時にわかる。

◆ 手にフィットするラウンドフォルムにより、縦ポジションでの操作も片手でスムーズ。

◆ 液晶面に「発信」「終話」ボタンを配置して、通話もさらに使いやすく。

®
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◆ Ａｎｄｒｏｉｄ １．５ から １．６ へバージョンアップされ、機能やサービスが向上します。
また、バージョンアップファイルは自動でダウンロードされます。

※参考：スマートフォン端末におけるOSのバージョンアップ

Point１
Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍｏｂｉｌｅ ６．５ アップデートソフトを配布 （２００９年１２月以降に提供開始）
◆ Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍｏｂｉｌｅ の 新バージョン「Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍｏｂｉｌｅ ６．５」へバージョンアップできるようになりました。

新しくなったＵＩにより指で快適に操作できます。また、Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍｏｂｉｌｅ ６．５から標準搭載されるＷｉｎｄｏｗｓ Ｍｏｂｉｌｅ 向けの
アプリケーション配信サービスであるＷｉｎｄｏｗｓ Ｍａｒｋｅｔｐｌａｃｅ ｆｏｒ Ｍｏｂｉｌｅ からいろいろなアプリケーションやゲームをダウン
ロード・購入できます。

詳しくは http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/pro/t01a/index.html

指でタッチ！ 楽しいアプリがたくさん！ ブラウザ機能が改善！

Point２

【Ｔ-０１Ａ】
®

® ®

® ®

®

※ 画面は変更になる場合があります

Ａｎｄｒｏｉｄ １．６ への更新 （２００９年１０月２３日に提供開始）

【ＨＴ-０３Ａ】

詳しくは http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/software_update/version_up/ht03a/index.html



シルバーメタルブラック ホワイト

サイズ
約 ２６３×１７７×２８mm

大
約 １６１９万色

スライドショー
１６種類

約 ９インチ
８００×４８０

フォトパネル０２ 今撮った写真がすぐに送れる「お便りフォトサービス 」に対応TM



１ ケータイカメラで撮った写真を
添付メールで送るだけの簡単操作

撮った写真に加えて、好みでフォトパネルを彩る「フォト配信

◆ 撮ってすぐに送ることができるので、離れた家族や大切な人と感動を分かち合える。
◆ 配信希望のカテゴリーを選択するだけで、

かわいいペットや世界遺産などの厳選写真を定期的にお届け。

写真を送る日が指定できる「送信予約」
送った写真が確認されたことが分かる「お届け確認」４◆ メッセージ付きで送付すれば写真と一緒に映し出すことができる。

◆ 送った写真が確認されたことを写真の送り手にメールで通知。

３

◆ フォト配信カテゴリーは続々追加予定。
あなた好みの写真が配信されるので、インテリアとしての幅も広がる。

◆ 写真をキレイに大きく映し出す９インチの大画面。

◆ スライドショー再生では、フェードやワイプ、ページめくりなど１６種類の多彩な切り替え
パターンで楽しめる。

◆ 写真の新着はフォトパネルのボタンが光ってお知らせ。送った感動を大きく映し出す９インチ大画面２

フォトパネル０１からの進化

● 送った感動を大きく映し出す 「９インチ大画面」 ※フォトパネル０１（８インチ）より拡大

● 撮った写真に加えて、好みでフォトパネルを彩る 「フォト配信」 ※新機能

ＳＤメモリーカード／ＳＤＨＣメモリーカード／

マルチメディアカード
外部メモリー

あり自動縦横判別

１６種類スライドショーパターン

タイトル（全角１５文字／半角３０文字）

メッセージ（全角１０８０文字／半角２１６０文字）
表示可能文字数

ＪＰＥＧ、ＢＭＰ、ＧＩＦ対応画像フォーマット



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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