
メロディコール 
 
・本誌に掲載されている内容は、ベーシックコースのお客さまが対象となります。 

  サービスのポイント 

エンジョイコース（月額使用料：200円（税抜））の新規お申込みの受付は平成19年5月31日をもって終了しました。  
既にエンジョイコースをご契約のお客さまは、引き続きご利用いただけます。 

たとえばこんな使い方。 

おもしろ 

ボイス 
最新 

J-POP 

親友 あなたのケータイ かけてくれたみんな 

※詳しくは、22ページ 

「ご利用料金」 をご覧ください。 

月額使用料 お申込  

          100円（税抜） 
ベーシック 
コース 

ケータイに電話をかけると聴こえる「プルル」という呼出

音が、毎月季節感のあるメロディに変わるサービスで

す。また、人気楽曲やおもしろボイスなど お好みのメロ

ディに変更することもできます。 
iモードケータイから スマートフォンから 

お申込みは 
こちらから 

ご利用に 

あたって 

電話をかけてきた相手に、呼出音（プルル音）のかわりに音楽を 

●このガイドはドコモUIMカード（FOMAカード、ドコモminiUIMカードを含む。以下同）とドコモの携帯電話機などでご利用になられた場合のガイドとなります。 
●ドコモの携帯電話機などのSIMロックを解除して、他社のSIMカードを挿入してご利用された場合は、このガイドに記載する各種サービスはご利用いただけま
せん。また、ドコモ の携帯電話機以外の携帯電話機などにドコモUIMカードを挿入してご利用された場合も、このガイドに記載する各種サービスはご利用いた
だけない場合がございます。 
※「メロディコール」についてはiモードサイトまたはspモードサイト上での操作となります。 ※このガイドにおけるFOMA・Xiとは、お客さまがドコモUIMカードを挿入
した状態でのFOMA・Xi 端末をあらわします。※このガイドに掲載している操作方法は、圏外のときは行えません。※「メロディコール」および「メロディコール」ロゴ
は株式会社NTTドコモの登録商標です。※「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。※掲載されているサービス名・商品名・ロゴは各社の商標または登
録商標です。 

ベーシックコース （月額使用料：100円（税抜）） 

バラエティに富んだ楽曲設定が可能。 
※200,000曲以上のIP提供楽曲＊からメロディを購入できます。 

※IP提供楽曲を利用するには、別途メロディコール音源利用料（月額） 

がかかります。楽曲によって メロディコール音源利用料は異なります 

（一部無料で設定できる楽曲もあります）。 

相手にあわせて メロディを変えることができます！ 

※楽曲リストの登録は9曲まで設定できます。 

必要 
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MENU 

マイページ メニューリスト   iｴﾘｱ 

検索 

 
ニュース 
スポーツ 
エンタメ 

○○○○○ 

■  ○○○○○ 
○○○○○ 

はじめに 

※ｉモードの場合、メロディコール設定サイトはパケット通信料がかかりませんが、IPサイト、iモードメニューサイト、無料楽曲コーナーに 

接続した場合は、 パケット通信料がかかります。 

「メロディコール」を選択 

IPサイトで 

楽曲を購入 

する場合 

メロディコール 

設定サイトで 

設定・確認を 

する場合 

設定はすべて i モードから行います。 

月額使用料 31日間無料!! 
ベーシックコースの月額使用料100円（税抜）がお申込み日から31日間無料でご利用いただけます。 
●「オプションパック割引」適用のお客さま、エンジョイコースからベーシックコースへ変更のお客さまも対象となります。 

※初回のお申込みに限ります。 

※お客さまより当サービス解約のお申出がない場合、無料期間終了後は有料となります。 

※無料利用期間中でもサービス利用時にかかるパケット通信料やメロディコール音源利用料などは有料です。 

※無料期間中に契約変更（FOMA→Xi、Xi→FOMA）、名義変更などを行った場合は、無料期間が終了します。 

メロディコール設定サイト 

（ベーシックコース） 

「     各種設定（確認・変更

・ 利用）」を選択 

「      各種サービス設定・ 

確認（オプション設定）」
の「メロディコール」を選択 

天気/ﾆｭｰｽ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 

着信ﾒﾛﾃﾞｨ/ｶﾗｵｹ  
メロディコール   
映画/音楽/ｱｰﾃｨｽﾄ 

メニューリスト 

メロディコールの一部楽曲を登録月無料＊でお試しいただけます！！ 

＊1回線契約につき、1曲／月のみ設定可能です。また、「お試し楽曲」を利用された翌月は、「お試し楽曲」の設定ができません。 

※お客さまより「お試し楽曲」で設定した楽曲の設定解除を設定月に行わない場合、翌月以降は有料となります。 

※「お試し楽曲」は、ｉモードメニューリスト、ｓｐモードdメニューに掲載されている各配信事業者により提供されております。 

※「お試し楽曲」の詳細については、配信事業者が提供する各サイトにてご確認ください。 

料金・お申込・設定 

料金確認・診断 
料金の確認・お支払い手続き 

各種設定（確認・変更・利
用） ﾒー ﾙの設定や迷惑ﾒー ﾙ対策の設
定ご 利用中の各種ｻｰﾋﾞｽに関す
る設定・確 認などができます。 

ﾊ゚ ｿｺﾝからのご利用方法 

お客様サポート 

※のﾘﾝｸは別途ﾊﾟｹｯﾄ通信
料がかかります。 

  

お試し楽曲を探す※  
ｻｲﾄ一覧から探す※  
無料楽曲ｺｰﾅｰ※  
週間ﾗﾝｷﾝｸﾞ 

使い方 

お客様サポートFREE   お知らせ 

お客様サポート 

各種設定 
（確認・変更・利用） 

ﾒｰﾙ設定 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ設定 

各種ｻｰﾋﾞｽ設定・確認 
（ｵﾌﾟｼｮﾝ設定） 

・iﾁｬﾈﾙ 

・ﾒﾛﾃﾞｨｺｰﾙ 

初回 

おススメ  「お試し楽曲」なら登録月無料！ 
人気アーティストの楽曲やおもしろボイスを無料でお試しできます♪ 

ﾒﾛﾃﾞｨｺｰﾙとは？（聴かせる
相手の 設定、購入履歴の確認
など ｵｽｽﾒのﾒﾛｺ情報満載 

M e n u「ﾐｭｰｼﾞｯｸ」 

J -POP 
1. IPサイトA 
2. IPサイトB 

iモードケータイ 

4 1 ●画面は実際とは異なる場合があります。 2 



マ イメ ニュ ー         メニューリ スト  スゴ得 コ
ンテンツ  ジ ャ ン ル別 お すすめ  

一覧を見る  

ハンド メ イド を作って売って夢を実現！  無料登録受付中！小

説や心を込めた手作り品を登録しよう。出版化や商 品化も夢じゃない！ 

キャンペーン・ イベント 情報 

お客様サポート  

お客様サポート  
料金・ポイント確認、メール設定、お手続きなど  

お知らせ 
製品・サービス、新着、  

スマホお悩みサポート メ ニュー 
スマホのお悩み解決、楽しく学べる使い方など  

     お客様サポート   

料金 ポイント・  
優待サービス          オンライン手続き  

ドコモアプリ  サービス・メール  
などの設定 

製品・購入 アッ
プデート 情報 

各種設定の一覧を見る  

サービス・メ ールなどの設定 

各種設定 

s p モード  
各種設定  メー ル設定            ワード の発行・確認  

d o como ID/パス  

よく使われているメニュー 

迷惑メール対策設定／プロフィール設定／メロディ  コール

／  S M S  拒否設定／イマドコサーチ／位置情  報利用設定

／  s p  モードパスワード／ネットワーク  暗証番号などの設定が
できます。  

IPサイトA 

□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□  

IPサイトB 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 

IPサイトC 

□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□  

IPサイトD 
□□□□□□□□□□□□□□ 

メロディコール（60） 

I PサイトA、I PサイトB、I PサイトC 、他  

音楽サイト1、音楽サイト2、音楽サイト3、他 

音楽／メロディコール／ボイス 

音楽（74） 

ボイス／効果音／アレンジ（34） 

ボイスサイト 1、効果音  

はじめに 

設定はすべてspモードから行います。 
 

IPサイトで楽曲を購入する場合 

スマートフォン 

メロディコール設定サイトで設定・確認をする場合 

「音楽／メロディコール／ボイス」をタップし 

「メロディコール」を選択 

「通話・メール」の 

「メロディコール」を選択 

メロディコール設定サイト 

（ベーシックコース） 

「各種設定の一覧を見る」  

を選択 

端末アプリ一覧 

楽曲ﾘｽﾄ 
ﾗﾝﾀﾞﾑ再生ﾘｽﾄ 
購入履歴 

※初期楽曲を変更し、新しいメロディを登録する場合は、5・6ページをご覧ください。 

※画面はiモード画面のイメージです。 

□1  季節のﾒﾛﾃﾞｨｺｰﾙ/初期 
楽曲（無料）: 
聴く 

□2 〈未登録〉 
□3 〈未登録〉 

使い方 

メロディコールの楽曲を聴くことができます！ 

ご契約時には楽曲リストに初期楽曲が 

設定されています。  
初期楽曲とは、通常の呼出音「プルル音」とオリジナルメロディを 

ミックスした曲で、毎月自動的に入替わります。詳細は以下の更新 ス

ケジュールをご覧ください。 

ご契約いただくと、すぐに初期楽曲が流れます。＊ 

＊「オプションパック割引」のお申込みにより、新たにメロディコールをご契約いただいた場合も同様です。 

楽曲ﾘｽﾄ 

メロディコール未契約のお客さまでも試聴が可能なので、ご契約いただく前にどんな楽曲があるのか聴くことができます。  

もちろんメロディコールをご契約いただいているお客さまも試聴可能です。 

※iモードまたはｓｐモード未契約の場合は試聴できません。 ※試聴には通話料がかかります。 ※一部試聴できない楽曲があります。 

※ｉモード設定サイトは無料ですが、IPサイト、iモードメニューサイトに接続した場合は、パケット通信料がかかります。 

「試聴ページへ」を選択 

初期楽曲の更新スケジュール  ※スケジュールは変更となる場合があります。 

スマートフォン 

iモードケータイ 

「音楽／メロディコール／ボイス」を 

 タップし、「メロディコール」を選択 

お好みのサイトを選び 

楽曲を選択 
「dメニュー」から 

「メニューリスト」を選択 

試聴  

試聴 

楽曲A  

アーティストA  

IPサイトA 

「メロディコール」を 

 選択 

ﾒﾛﾃﾞｨｺｰﾙとは？（聴かせる相手
の設定、購入履歴の確認など 
 ｵｽｽﾒのﾒﾛｺ情報満載 

  M e n u「ﾐｭｰｼﾞｯｸ」 
  J-POP 

1. IPサイトA 
2. IPサイトB 
3. IPサイトC 

「試聴ページへ」を 選択 

購入確認画面 

「楽曲A」 
「ｱｰﾃｨｽﾄA」 
情報料 月額
100円 

試聴ﾍﾟｰｼﾞへ 

「試聴する」を選択 「i Menu」から 

「メニューリスト」を選択 

※試聴するには別途
通話料がかかります。 

試聴する 

楽曲A 

〔ｱｰﾃｨｽﾄA〕 

天気/ﾆｭｰｽ/ﾋﾞｼﾞﾈｽ 

着信ﾒﾛﾃﾞｨ/ｶﾗｵｹ  
メロディコール  
映画/音楽/ｱｰﾃｨｽﾄ 

メニューリスト M E N U  

 

検索 

ニュース  

スポーツ  

エンタメ 

■ ○○○○○  
○○○○○  

■ ○○○○○  

「試聴」を選択 

購入確認画面  

試聴ﾍﾟｰｼﾞへ  

楽曲A 

ｱｰﾃｨｽﾄA 

情報料 月額100円 

IPサイトA 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 

IPサイトB 

□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 

IPサイトC 

□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ 

IPサイトD 

メロディコール（60） 

IPサイトA、IPサイトB、IPサイトC、他 

音楽（ 7 4）  
音楽サイト1、音楽サイト2、音楽サイト3、他  

ボイス／効果音／アレンジ（ 3 4）  
ボイスサイト1、効果音 

マイメニュー        メニューリスト             スゴ得 
ジャンル別おすすめ                  コンテンツ 

一覧を見る 

無料登録受付中！小説や心を込めた手作り品
を登録しよう。出版化や商品化も夢じゃない！ 
 

料金・ポイント確認、メール設定、お手続き
など 

お客様サポート 

お客様サポート 

スマホお悩みサポートメニュー 

1月 
（年末・年始） 

12/26～
1/31 

2月（冬） 1/16～2/28 

3月（早春） 3/1～3/31 

4月（春） 4/1～4/30 

5月（晩春） 5/1～5/31 

6月（梅雨） 6/1～6/30 

7月（初夏） 7/1～7/31 

8月（夏） 8/1～8/31 

9月（初秋） 9/1～9/30 

10月（秋） 10/1～
10/31 

11月（晩秋） 11/1～
11/30 

12月 
（クリスマス） 

 12/1～
12/25 

お好みのサイトを選び  

楽曲を選択 

   メニューリスト 

音楽/メロディコール/ボイス 

メニューリスト 

3 ●画面は実際とは異なる場合があります。 4 

メロディコールアプリから設定・確認をする場合 

ポータルサイト 

最新のメロディコールアプリをダウンロードしておけば 

スマートフォン端末のアプリ一覧から、メロディコールポータルサイトに行け、そこから設定サイトに行けます。 
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