
【905iシリーズ★コンテンツリスト】

提供企業名 サイト名 概要 価格（税込） 画面

ALANA entertainment

©fonfun

©NEC BIGLOBE

Copyright 2007 NTT Communications All
rights reserved.

©Amuse,Inc

NECビッグローブ
株式会社

NTT
コミュニケーション

ズ
株式会社

株式会社
NTTデータ

リモートメール

AIU保険会社

株式会社
eTEN

株式会社
ALANA

entertainment

株式会社
fonfun

海外便利サイト

株式会社
アミューズ

AIUの海外旅行保険

歩き方EXハワイ

グアムLOVERS

e-天気.net

自動翻訳J-SERVER

Café China

カードCafé

ｱﾛﾊｽﾄﾘｰﾄ

「リモートメール」は、自宅や会社のパソコンメールを添付ファイルごと携帯
電話で読め、携帯電話からパソコンのアドレスでメールが送信できるサービ
スです。パソコンを起動することなく、携帯ひとつで手軽にメールチェックが
できます。

旅行などで海外に行く時、 も気がかりなのはやはり言葉の壁。そんな時
に役立つのが「自動翻訳J-SERVER」。「自動翻訳J-SERVER」は、英語・韓
国語・中国語の翻訳技術と音声朗読を融合したケータイ向け自動翻訳サイ
トです。

■海外お役立ちメニュー
・トラブル英会話
　旅行先でのケガや病気、緊急事態の際の英語での表現を記載
■ご契約者様向けメニュー
・海外アシスタンスセンター連絡先一覧
　（24時間・年中無休・日本語受付）
・事故受付
■海外旅行保険
・オンライン契約（日本国内からのみ加入可能）
・支店案内

ハワイ取材班が毎日お届けする情報満載!!日本でもハワイでも使える!・楽
しめる!コンテンツ(天気予報・為替レート・ニュース・レストラン・ショップ・ホ
テル情報・ハワイナビゲーションなど)盛りだくさんです。

グアム在住の現地スタッフから送られてくる、毎日の天気や、タモン湾の様
子など、グアムを感じられるコンテンツが満載！ショップやレストランなどの
情報も随時更新。片手で見られる、持ち運びも超簡単なデジタルガイドブッ
クです。

観光やビジネスの拠点となる世界の主要都市における天気予報・気温を1
週間先までお知らせします。また、渡航前に役立つ空港のピンポイント天
気もチェックできる、海外旅行者必見のコンテンツです。

困った時の一言が分かる中国語講座や、中国各地の天気やニュース等、
中国滞在時に役立つ情報が満載の便利サイトです！中国携帯にSMSが送
れる「メール通」は、日中翻訳機能搭載で、日本語入力だけで簡単に中文
作成OKです♪

クレジットカードを中心とした各種カードのお得な情報を集め、海外の優待
店舗のご案内やATMの利用方法などをご提供するカード情報ポータルサ
イトです。

現地情報、お店のクチコミ情報、クーポンなどお得な情報に加え、店内や景
色を３６０度のパノラマで見ることができるアプリや10Miモーション®対応の
英会話レッスンの他、「デコメ®」や小説などハワイを感じるコンテンツを配
信！

未定

315円（税込）

210円（税込）

105円（税込）

210円（税込）

翻訳・辞書引きiアプリ
コース：

105円（税込）

＋音声朗読機能コー
ス：

150円（税込）

315円（税込）

（一部無料コンテンツ
有）

無料

315円（税込）

■提供企業名：英語表記順・50音順（敬称略）
■各企業様によって、サービス概要・サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせください。
■掲載されている企業名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■「サイト名」「概要」「価格（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。



【905iシリーズ★コンテンツリスト】

提供企業名 サイト名 概要 価格（税込） 画面

海外便利サイト

©ALC/EDUPLANET/AXELLON/EDIA

MBK/iPC

©Disney

©ｴｷｽﾌﾟﾚｽ

 (株)MTI

EXモバイル

インクリメントP
株式会社／

三井物産 株式会
社

株式会社 アルク
／

株式会社 エディア

株式会社
イージャンクション

株式会社
ウェザーニューズ

ウォルト・ディズ
ニー・

ジャパン
株式会社

株式会社
エイチ・アイ・エス

株式会社
エキスプレス

Aloha! Stitch!

HIS海外旅行ナビ

株式会社
エヌフォー

株式会社
エムティーアイ

総合英語辞典＋

お天気予報

ポケット英辞郎

小学館百科ﾌﾟﾗｽ

iMapFan地図ﾅﾋﾞ交通

ウェザーニュース

海外で生活していると、あらゆることに疑問符がつきます。
言語はもちろん、習慣や風習、歴史感の違いなどなど。
そんなとき、事典や辞書を簡単に引ければ・・・。
ジャパンナレッジは全26冊の百科事典をはじめ、英和・和英辞典、国語辞
典まで入っているので、あらゆる場面で活躍します。

あのキレイで見やすい地図iMapFanが海外に対応「PDF海外ポケットマッ
プ」を開始します。
第1弾として人気のホノルル・ワイキキ地区が登場、その後も続々エリア追
加予定、地図があれば安心、もう迷わない、海外でもiMapFan！

海外にいてもローミングをすることで使い慣れた「ウェザーニュース」で世界
の天気を調べることができます。旅行先、出張先の天気を調べるのに是非
ご利用下さい。

ディズニーからハワイ情報満載のサイトが登場！大人気「リロ＆スティッ
チ」の舞台、ハワイの情報をたっぷりお届けします。現地情報、KONISHIKI
のボイス付きハワイ語レッスン、ウクレレ着信音など、ハワイ好き大満足の
コンテンツがいっぱい。　もちろんスティッチの待受や「デコメ®」も盛りだくさ
ん!

発音も聞ける、海外でよく使うフレーズ集｢たびえいご｣。手軽で使い勝手抜
群の｢英辞郎｣ももちろん使えるよ！

気候や為替レート、通貨などの海外渡航時に必要な基本情報に加え、63
都市73拠点（2007年10月22日時点）の海外支店についての情報を得るこ
とができます。
また、提供予定エリア(韓国・中国・ハワイ・台湾・タイ・香港・グアム・バリ
島・アメリカ合衆国本土・イタリア・オーストラリア)では、人気プレイスポット
やグルメ情報などの現地ならではの情報を、海外支店スタッフが発信しま
す。

ハワイ好きの方は要チェックの携帯サイト「アロハフリークス」。イベント情
報や特集が楽しめる「オアフ観光局info」や、ショップやレストランを紹介す
る「現地おすすめスポット」など現地情報が充実。ショッピングでは人気アイ
テムを24時間いつでも注文することができます。ハワイアンメロディの着メ
ロや待ち受けFlash®など携帯オリジナルコンテンツもお楽しみください。
※アロハフリークスはｉモードメニューサイト「EXモバイル」内のメニューとな
ります。

英語がわからない！？そんなときはスグ翻訳！さらにあなたのケータイが
英語をしゃべる！和英・英和などの豊富な辞書、ネイティブによる単語の音
声、英⇔和文章翻訳、音声合成による英文読み上げ、ゲーム、メールレッ
スンなどをご提供します。

『お天気予報』では、海外iエリアに対応したサービスとして、世界各地の気
象情報を提供しています。一週間先までの天気予報、 高・ 低気温、紫
外線情報のほか、気圧配置図、風向風速、波高、降水量など海外で役に
立つ情報をご覧いただけます。

210円（税込）

315円（税込）

178円（税込）

210円（税込）

105円（税込）

無料

315円（税込）

無料

無料

（一部210円（税込））

■提供企業名：英語表記順・50音順（敬称略）
■各企業様によって、サービス概要・サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせください。
■掲載されている企業名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■「サイト名」「概要」「価格（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。



【905iシリーズ★コンテンツリスト】

提供企業名 サイト名 概要 価格（税込） 画面

海外便利サイト

©株式会社ｵｸﾄﾊﾟｽﾄﾗﾍﾞﾙ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

©SBS&SBSi/©WINDYSOFT CO.,LTD./©
CAVE CO.,LTD

©KBS/©WINDYSOFT CO.,LTD./©CAVE
CO.,LTD

© 1999-2007　三省堂

株式会社
学習研究社

関西国空港
株式会社

株式会社
オクトパストラベ

ル・
ジャパン

株式会社
お天気.com

キャセイパシフィッ
ク

航空会社

クワトロメディア
株式会社

株式会社
三省堂

株式会社
ケイブ

学研チャンネル

関西国際空港

ｷｬｾｲﾊﾟｼﾌｨｯｸ

海外ﾎﾃﾙ・ｵｸﾄﾊﾟｽ

お天気.com

極上！韓国旅☆通販

韓流ＳＢＳｴﾝﾀﾒ

ＫＢＳ（韓国）

三省堂辞書

主要500都市の約10,000軒の海外ホテルが予約可能です。空室のあるホ
テルのみが表示されるのでお急ぎ方にもぴったり。1週間を切った予約や
現地での予約も可能です。

世界の123都市の週間天気予報をご提供！海外にお出かけの際には是
非ご活用下さい！また、日本国内の今日明日の天気、週間天気も提供し
ていますから､海外＆国内の天気予報はお天気.comにおまかせ！

英語の発音やわからない単語を簡単に検索。豊富な例文にわかり易い解
説で定評の辞書をはじめ、シーン・行動別で探せるトラベル・ビジネス英会
話集も収録。今回トラベル英会話を刷新し、英会話文の音声を新たに掲
載。

関空のHP。フライト情報だけでなく、アクセス情報、週間天気予報、施設案
内等を提供。

日本語、英語、広東語の機内アナウンスの“着アナ”やフライトアテンダント
や飛行機の壁紙のダウンロード、フライトの発着情報や運航スケジュール
の検索、 新のキャンペーン情報も掲載中！
※対応機種あり。

韓流スター御用達ショップや現地で使えるクーポンなどためになる情報盛り
沢山♪豪華スター（クォン・サンウ、Rainなど）のコラム・イベント情報・着う
た®も鋭意追加中!!極上の韓国をあなたに･･･

アンニョンハセヨ！「冬ソナ」でお馴染みの「KBS(韓国)」では、韓国旅行で
使えるハングル表記の画像付の韓国語コーナーを提供中！また、韓流ス
ターが経営するさまざまなお店の情報も掲載しており、現地でスターに会え
るかも!?

『大辞林』『グランドコンサイス英和辞典』『グランドコンサイス和英辞典』 な
どの弊社のビッグタイトルをラインアップしました。さらに 『クラウン独和辞
典』 『新コンサイス和独辞典』 『クラウン仏和辞典』 『コンサイス和仏辞典』
などの外国語学習辞典の決定版を収録しました。

韓流SBSエンタメは韓国三大テレビ局、ソウルSBS放送で放映されている番
組や現地情報を提供！
韓流スターが常連のお店や現地スタッフオススメの韓国料理店など、韓国
旅行の際にお役立ち間違いナシの情報も満載です!!

無料

（一部有料コンテンツ
有）

無料

157円（税込）

無料

未定

315円（税込）

315円（税込）

315円（税込）

52円／105円（税込）

■提供企業名：英語表記順・50音順（敬称略）
■各企業様によって、サービス概要・サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせください。
■掲載されている企業名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■「サイト名」「概要」「価格（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。



【905iシリーズ★コンテンツリスト】

提供企業名 サイト名 概要 価格（税込） 画面

海外便利サイト

©Jorudan

Copyright2007 Skygate Co.,Ltd. ALL
rights reserved

©地球の歩き方

©Tezuka Productions

105円（税込）

315円（税込）

無料

株式会社
ティーツーアイ

エンターテイメント

ジョルダン
株式会社

全日本空輸
株式会社

株式会社 大韓航
空／

株式会社 オープ
ンドア

株式会社
ゼンリンデータコ

ム

中部国際空港

朝鮮日報（韓国）

株式会社
地球の歩き方T&E

中部国際空港
株式会社

株式会社
朝鮮日報日本支

社

スカイゲート
株式会社

乗換案内NEXT

ＡＮＡ全日空

キャラ時々晴れ

コリアンエアー

ゼンリン地図+ナビ
(海外地図コース、仮称)

旅＠skygate

地球の歩き方

ANA国際線の空席照会をはじめ、航空券の予約・購入から搭乗手続き、さ
らにマイル照会などが簡単・便利にご利用いただけます。さらに、海外のお
天気や到着空港からのアクセスや乗継ぎ情報もご確認いただけます。

世界の主な国々のイベント情報やグルメ情報、ホテル情報が満載。住所や
周辺検索で現地のスポットを詳細地図、衛星地図で確認できるほか、為替
レートや気候なども確認できます。

「海外案内」では、ニューヨーク・ロンドン・パリの地下鉄の経路・時刻・運賃
が調べられます。
路線図もあるので、初めての都市でも安心。
「観光案内」では、主要観光地の 寄り駅までの乗換を調べることができま
す。

カワイイキャラクターがあなたのために天気を予報する新感覚お天気サイ
ト「キャラ時々晴れ」が世界の天気にも対応。アトム！ぴちょんくん！ピン
グー！大好きなキャラと一緒に世界に飛び出そう！！

海外格安航空券なら、スカイゲート。24時間ご予約可能。国内ツアー、高速
バス予約も可能です。

コリアンエアーのサイトは、日韓路線、国際線乗り継ぎ便、韓国国内便の
空席情報や、正規運賃、正規割引運賃の照会が可能です。また、マイレー
ジ会員の入会、累積マイレージの照会やお得なキャンペーン情報も掲載し
ております。

海外旅行に行くときに必ず持っていくものといえば、パスポート、クレジット
カード、現金。そして、ケータイ。世界115都市の天気予報や時差時計な
ど、お役立ちツール満載。131 カ国基本情報や特派員ブログなど、読むだ
けでも楽しい旅情報サイトです。

中部国際空港セントレアのリアルタイムなフライト検索、駐車場の満空状況
の照会を行っていただけます。また、セントレアで開催されるイベント案内、
魅力あふれる店舗のご紹介をいたします。お得なクーポン情報も随時掲載
しております。

韓国旅行で現地の情報を知るならば、やはり韓国 大の新聞社、朝鮮日
報（韓国）です。ビジネスや観光で、現地の人との交流でも、リアルタイムの
情報を持っていれば、すばらしいツールになることうけあいです。その場の
話題にも事欠くことはありません。

新ニュース・オモシロ韓国情報・北朝鮮情報・エンタメ・芸能人情報・ス
ポーツ・社説まで読め、まさに今食べている韓国料理のレシピや韓国の占
いも配信中。お役立ち旅情報（トラベル・オススメ韓国料理店・ヘルス情
報）・ハングル会話など役に立つ内容満載です！

無料

210円（税込）

無料

210円（税込）

無料

315円（税込）

■提供企業名：英語表記順・50音順（敬称略）
■各企業様によって、サービス概要・サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせください。
■掲載されている企業名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■「サイト名」「概要」「価格（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。



【905iシリーズ★コンテンツリスト】

提供企業名 サイト名 概要 価格（税込） 画面

海外便利サイト

© ナビタイムジャパン

©PIA

©MAINFORDINVESTMENT

無料

315円（税込）

315円（税込）

無料

無料

315円（税込）

210円/315円/525円
（税込）

315円（税込）

315円（税込）

株式会社
日本航空インター

ナショナル

株式会社
ナビタイムジャパ

ン

株式会社
プロデュース・

アソシエーション

財団法人
日本気象協会

株式会社
東京放送

ノースウエスト航
空会社

ぴあデジタル
コミュニケーション

ズ
株式会社

株式会社
メインフォード
インベストメント

Global NAVITIME

気象協会

日韓で遊Bo!

NWA帰りのフライト

ぴあMAPﾊﾜｲ･ｸﾞｱﾑ･香港

韓流大好き

韓流Style

pinoymobile

JAL日本航空

海外でも、携帯ナビはNAVITIME！
世界25ヶ国の地図や経路が表示できます。
旅行中の宿泊ホテルで周辺検索して、おいしいレストランを見つけてくださ
い！

韓国でスグに使えるハングル講座や気になるスターとの相性占い、毎日更
新される芸能NEWSやレア画像だらけのスターイベント情報など、海外でも
役立つ情報満載！

JAL海外便利サイトでは国際線発着案内や世界の天気、お問い合わせ先
など、海外へおでかけの際に役立つコンテンツをご用意しております。

気象協会では、日々の天気予報から詳細な気象情報を提供してい
ます。
皆様のライフスタイルをサポートするお役立ち情報満載です。海外主要都
市のお天気も簡単にチェック！ぜひご利用下さい。

ハワイ・グアム・香港、海外でツカえる観光MAPガイド登場！現地の人気ス
ポットで使えるクーポンや、操作性バツグンのFlash®マップで、海外旅行を
もっと便利に・もっとおトクに・もっと楽しくしちゃいます♪これからの海外旅
行はケータイ必携！

韓国スター・ドラマ・映画などの 新エンタメ情報から、韓国語・韓国留学情
報・ライフスタイルなどのカルチャーまで、韓国の魅力を伝える、韓流ポータ
ルサイトです。
韓国で使える観光マップや韓国語講座など便利コーナーも満載！

韓国の 新スタイル、エステ、グルメ情報を網羅！韓国スターのファッショ
ン＆ビューティー、ライフスタイルまでレア情報をお届けします。韓国で使え
るお得なショップ情報満載なので韓国旅行にオススメ！

フィリピンの観光地やレストラン、リゾート地の所在地や連絡情報をお届け
します。そして天気予報と為替情報は毎日更新です！

旅行先にて、楽しい時間を過ごしながらも、少し気になるのは帰りのフライ
ト。旅行の 後も確実に、楽しくお過ごしいただくために、帰り道の機内食
ほかフライト情報をご確認いただけます。

■提供企業名：英語表記順・50音順（敬称略）
■各企業様によって、サービス概要・サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせください。
■掲載されている企業名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■「サイト名」「概要」「価格（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。



【905iシリーズ★コンテンツリスト】

提供企業名 サイト名 概要 価格（税込） 画面

海外便利サイト

無料
株式会社
リクルート

海外旅行
エイビーロード

国別観光ガイド。日本人がよく行く代表的な観光都市や名所の紹介のほ
か、現地に住むライターによるその土地ならでわの楽しみ方についての記
事を配信。旅行好きな人のためのメールマガジン（無料）も登録可能。

■提供企業名：英語表記順・50音順（敬称略）
■各企業様によって、サービス概要・サービス開始時期が異なりますので、詳しくは各企業様にお問い合わせください。
■掲載されている企業名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
■「サイト名」「概要」「価格（税込）」「サービス開始時期」等については、変更になる可能性がありますのでご了承ください。
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