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携帯電話サービスの進化携帯電話サービスの進化

2,000万

4,000万

　　““いつでもどこでも誰とでもいつでもどこでも誰とでも””　（　（音声）音声）

　　““ボリュームからバリューへボリュームからバリューへ”” （（インターネット接続）インターネット接続）

“生活・ビジネスに役立つケータイへ”
契約者数

※ ２００４年２月末　ＴＣＡ数値

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03'95 '04 ～'94

ｉモード契約数
携帯電話契約数

お買い上げ制度お買い上げ制度
開始（開始（’’９４９４//０４）０４）

ｉモード開始ｉモード開始
（（’’９９９９//０２）０２）

（4,550万）※（4,550万）※

（4,060万）※（4,060万）※

（230万）※（230万）※
高精細ディスプレイ

カメラ（メガピクセル）

外部メモリ

赤外線 非接触IC

バーコード
リーダー

通信インフラ通信インフラ ＩＴインフラＩＴインフラ

ＦＯＭＡ開始ＦＯＭＡ開始
（（’’０１０１//１０）１０）

生活インフラ生活インフラ
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新しい価値創出を目指して新しい価値創出を目指して
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「安心」「安全」の

ための機能提供

関連する他企業との

アライアンス（連携）

料金の多様化

（使いやすい料金）

∥

定額制・パケットパック

生活・ビジネスに役立つケータイへ生活・ビジネスに役立つケータイへ

既存サービス

（紙、キャッシュベース等）と

携帯ＩＴ技術の融合

既存サービス

（紙、キャッシュベース等）と

携帯ＩＴ技術の融合

通信の多様化通信の多様化

音声、パケット、映像音声、パケット、映像

端末の外部機能拡充端末の外部機能拡充

トラヒックトラヒックトラヒック リアル連携リアル連携リアル連携＋＋
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ＦＯＭＡ料金改定 （定額制）ＦＯＭＡ料金改定 （定額制）

パケット定額制 ６月１日 スタートパケット定額制パケット定額制 ６月１日６月１日 スタートスタート

メールも、ゲームも、ネットも使い放題メールも、ゲームも、ネットも使い放題

安心して使えるから、生活がもっと便利に安心して使えるから、生活がもっと便利に

パケ・ホーダイパケ・ホーダイ
３３,,９００円９００円

((ｉモード付加機能使用料ｉモード付加機能使用料 １５０円１５０円 別途別途))

全ＦＯＭＡ全ＦＯＭＡ ｉモード端末で利用可能ｉモード端末で利用可能
＊料金プランはＦＯＭＡブラン６７以上＊料金プランはＦＯＭＡブラン６７以上
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ＦＯＭＡ料金改定 （パケットパック）ＦＯＭＡ料金改定 （パケットパック）

ＦＯＭＡパケットパック　５月１日　値下げＦＯＭＡパケットパック　５月１日　値下げＦＯＭＡパケットパック　５月１日　値下げ

定額通信料定額通信料 最大最大 半額へ半額へ

０.１円/パケット１,０００円パケットパック １０

０.０５円/パケット３,０００円パケットパック ３０

０.０２円/パケット６,０００円パケットパック ６０

パケット通信料定額通信料パック名称

０.１円/パケット２,０００円パケットパック ２０

０.０５円/パケット４,０００円パケットパック ４０

０.０２円/パケット８,０００円パケットパック ８０

パケット通信料定額通信料パック名称

現 行 改定後

全てのパケットユーザへ適用全てのパケットユーザへ適用

５０％
OFF

※１ 定額通信料と同額の無料通信が利用可能

※２ パケットパック無しは、０.２円/パケット

２５％
OFF

２５％
OFF

※１ ※２



6

安心・安全のための機能提供安心・安全のための機能提供

提
供
予
定

提
供
予
定

今
後
の
予
定

今
後
の
予
定

迷惑メール迷惑メール対策の対策の更なる更なる強化強化

ｍｏｐｅｒａｍｏｐｅｒａメールウィルスチェックメールウィルスチェック機能機能

２００４年４月１日より

●いままでの取り組みに加え、ショートメールについても措置

（お客様の申告に基づき、違反送信者の利用停止・契約解除）

２００４年６月１日開始（予定）　

　　● ＰＣ/ＰＤＡ送受信メールに対するウィルスチェック

携帯電話端末の安心機能携帯電話端末の安心機能

９０１ｉシリーズ（２００４年度下半期）搭載予定

●端末に悪影響を及ぼすコンテンツやアプリケーションの利用防止機能

エアダウンロード機能エアダウンロード機能
⇒⇒900900ii、、505iS505iS、、252i252iで提供中で提供中
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まとめまとめ

２００３年度２００３年度２００３年度

２００４年度
(予定）

２００４年度２００４年度
((予定）予定）

２月～ ● 900iシリーズ順次販売開始

４月 ● プレミアクラブ開始 （ポイントサービス）

● ファミリー割引拡大
グループ内通信･通話料 ２０％　→　３０％

基本使用料 ２０％　→　２５％

参考：参考： ２００４年度販売予定の主な端末２００４年度販売予定の主な端末

● D900i、 900i機能向上モデル （F900iT、P900iV、N900iS）

● デュアル端末 （FOMA/W-LAN、FOMA/GSM)

● FeliCa搭載モデル

● 901iシリーズ

５月

６月

● ＦＯＭＡパケットパック値下げ

● ＦＯＭＡ定額制スタート
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パケットパックパケットパック

（参考） 料金プラン（参考） 料金プラン

※１ パケットパック利用の場合は、その定額通信料と同額の無料通信分が利用可能。

※２ 無料通信分は、音声・iモード等共通で利用可能。

※３ 　 「パケ・ホーダイ」および「ゆうゆうコール」はNTT DoCoMoの商標又は登録商標です｡

料金プラン料金プラン 割引サービス割引サービス

Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
プ
ラ
ン

Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
プ
ラ
ン

ＦＯＭＡプラン１５０
基本使用料 １５,０００円

（無料通信分 １１,６５０円）

FOMAFOMAデータプランデータプラン

定額制定額制

ＦＯＭＡプラン１００
基本使用料 １０,０００円

（無料通信分 ７,３５０円）

ＦＯＭＡプラン６７
基本使用料 　６,７００円

（無料通信分 　４,０５０円）

ＦＯＭＡプラン４９
基本使用料 　４,９００円

（無料通信分 　２,０５０円）

ＦＯＭＡプラン３９
基本使用料 　３,９００円

（無料通信分 　 　７５０円）

ＦＯＭＡデータプラン２２
基本使用料 　２,２００円

パケ・ホーダイ

定額料

３,９００円

パケ・ホーダイ

定額料

３,９００円

パケットパック６０
定額通信料
６,０００円

０.０２円/パケット

パケットパック６０
定額通信料
６,０００円

０.０２円/パケット

パケットパック３０
定額通信料
３,０００円

０.０５円/パケット

パケットパック３０
定額通信料
３,０００円

０.０５円/パケット

パケットパック１０
定額通信料
１,０００円

０.１円/パケット

パケットパック１０
定額通信料
１,０００円

０.１円/パケット

※ 上記パケットパックを

選択されない場合は、

０.２円／パケットが
適用されます。

基本使用料割引基本使用料割引 通話料割引通話料割引

または

＋＋
＋＋

＋＋
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（参考） 外部インターフェース搭載携帯電話（参考） 外部インターフェース搭載携帯電話

●TV電話

●TV会議

●リアルタイム動画伝送

●９００i、２１０２V、２１０１Vシリーズ約２００万台TVTV電話電話

－

●プレビューサービス実施中（’０３/１２/１７～）

●９００ｉ, ５０５ｉＳシリーズでリーダー機能を

標準搭載

※携帯画面へのＱＲコード表示による利用は

　　一部機種を除き、全ｉモード対応端末（約４,０００万台）で可能

●９００ｉシリーズ

●２１０２Ｖ, ２７０１, ２０５１シリーズ

●５０５ｉ, ５０５ｉＳ, ５０４ｉ, ５０４ｉＳシリーズ

●９００ｉシリーズ

●２１０１Ｖ, ２１０２Ｖ, ２７０１, ２０５１シリーズ

●５０５ｉ, ５０５iS, ５０４ｉＳ, ２５Ｘiシリーズ

● 車載ハンズフリー

● 携帯電話とＰＣの接続

● 周辺機器とＰＣの接続

● リモコン、ヘッドホン

２００４年度
上半期
発売予定

BluetoothBluetooth ⓇⓇ

●定期券 ●会員証

●プリペイドカード ●入場パス

●チケット ● クーポン

２００４年度
上半期
発売予定

非接触ＩＣ非接触ＩＣ

　　　　((FeliCaFeliCaⓇⓇ ））

● 会員証 ● 通販カタログ

● 入場パス ●ポスター

● クーポン ●雑誌・新聞広告

● 自動販売機 ●名刺

約３８０万台
バーコードリーダーバーコードリーダー

　　（　　（QRQRコード）コード）

●会員証

●機器対向リモコン

●自動販売機

●クレジットカード

●電話帳交換

約２,０００万台赤外線赤外線

●風景・人物撮影

●２次元バーコード読み取り

●画像・映像入力機器

約２,５００万台カメラカメラ

用途例用途例ドコモ端末への搭載状況ドコモ端末への搭載状況

※台数は２００４年２月末時点数値

※ Bluetoothは、米国内におけるBluetooth-SIG Inc.の商標または登録商標です。
※ FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

※ 「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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（参考）　サービス事例　～映像～（参考）　サービス事例　～映像～
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（参考）　サービス事例　～ＱＲコード～（参考）　サービス事例　～ＱＲコード～

●● マップとグルメ情報にＱＲコードを利用マップとグルメ情報にＱＲコードを利用
““ＱＲコードで検索便利に！　お店の外観や地図までＱＲコードで検索便利に！　お店の外観や地図までもみれるもみれる！！””

※ 「携帯mini東京マップ」 は、株式会社アルプス社の提供です。

※ 「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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（参考）　サービス事例　 ～赤外線～（参考）　サービス事例　 ～赤外線～

●● 赤外線通信を利用したクレジット決済赤外線通信を利用したクレジット決済
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