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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。

・携帯電話の番号ポータビリティの導入、新規事業者の参入など市場環境の変化により競争の激化が予想されるなか、通信業界における

他の事業者及び他の技術との競争に関連して、当社グループが獲得・維持できる契約数及びＡＲＰＵ（１契約当たり月間平均収入）の

水準が抑制されたり、コストが増大する可能性があること

・当社グループが新たに導入・提案するサービス・利用形態が十分に展開できない場合、当社グループの成長が制約される可能性がある

こと

・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悪影響が発生し得ること

・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

・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

・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

・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

提供される中で、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

・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

・当社グループ又は業務委託先における顧客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

・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、商品又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

・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

・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

・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

事業等のリスク
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聴き放題
ケータイ

振る
ケータイ

映画
ケータイ

2つの顔
を持つケータイ

秘密
ケータイ

分身
ケータイ

コンビニ
お得意ケータイ

傾ける
ケータイ

ATM
ケータイ
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それは、

分身ケータイ?

２つの顔を持つ

ケータイ?
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A
電話帳

A発着
履歴

Aメール
BOX

A待受
画面

B
電話帳

B発着
履歴

Bメール
BOX

B待受
画面

090-AAAA-AAAA

A@docomo.ne.jp

090-BBBB-BBBB

B@docomo.ne.jp

2つの番号・2つのアドレスを使いこなせる！

Ａ
モード

B
モード

デュアル
モード

Aナンバー

Aアドレス

Bナンバー

Bアドレス
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ケータイひとつで生活していると、

こんなことが起きたりします。

予約デスク

にて

宅配便の

伝票で

仕事中

なのに…

久しぶりの

休暇中に…

着信あり 夏野部長

090XXXXXXXX

着信あり A子(友人)

090XXXXXXXX

わたしのケータイ番号が

伝票の表面に
2in1

for

women

2in1

for

men

ひとつのケータイに連絡を集めると効率的。

その反面、ケータイ番号やメールアドレスが広がりすぎる心配も。

“日中連絡のつくケータイ

番号の記入願います”

！
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2つの顔と番号とメルアドをもつケータイ「2in1」

相手に応じて

使い分ける！

一方を公開用

にして使う。

プライベートと

ビジネスで

使い分ける。

２台持たなくても

2in1対応の１台でＯＫ！

注文書に、宅配に、

書類に、安心して書ける

もう一つの番号。

２つの顔と番号と

メルアドをもつケータイ。

Ａ
モード

家族

B
モード

その他

友人
サークル

仲間

・家族

・友人

・仕事先

Ａモード

Bモード ・宅配便

・申込書記入

・メルマガ

・オークション

・連絡網

Ａモード

Bモード

＜使用例＞

●休日や時間外は、

留守番電話で対応したい

●ビジネスの電話には、

丁寧な応対をしたい

●ビジネスのメールは、

自動受信しない

プライベート

ビジネス
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AナンバーとBナンバーを簡単に切り替え もう一方のモードのデータは見られない！

Ａ
ナンバー

B
ナンバー

Ａ
モード

B
モード

Aモードからは、Aナンバーで発信

Ａ
モード

B
モード

×

×

暗証番号による
モード変更が必要

メールを上手に使い分けるWEBメール いままで使っていた2台をひとつに！

サーバーに
たくさん
届いても

メール
マガジン

大容量
添付ﾒｰﾙ

会社の
メール

B
モード

欲しいもの
だけ保存

新着メール通知機能も利用できます。

090-AAAA-AAAA
A@docomo.ne.jp

090-BBBB-BBBB
B@docomo.ne.jp

ポートイン

電話番号でも

2in1契約OK

使い方はあなた次第。ケータイを使い分けよう！

7

会社
関係

モードごとに発信番号を自動切り替え

友人
関係



945

専用料金プラン
「タイプ2in1」
基本使用料

月額
税込 円

電話帳お預かりサービスも利用可能※

1番号・1メールアドレスを追加

プッシュトーク・SMSの送信・海外ローミング利用などは、

Aナンバーでのご利用になります。

■料金について

通話料はＡナンバーで利用中の料金プランに準じ

ます。Aナンバーの無料通信分はBナンバー通信

分に適用できます。

■電話帳お預かりサービスについて

電話帳お預かりサービスのデータを利用し、WEB

メールサイト上の受信メールのアドレスを名前に

変換します。（今夏提供予定）

904i
全機種
対応

Bナンバーでの各種NWサービスに対応！
Aナンバーで契約していれば追加料金は不要です！

留守番電話・転送でんわ・メロディコール・キャッチホンなど

※ｉモードをご契約の場合、電話帳お預かりサービスが自動的に契約さ
れます。月額使用料はセット割引が適用され、合わせて945円（税込）で
追加の料金なく、ご利用いただけます。
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直感ゲーム対応機種 D904i・P904i・SH904i

振る！傾ける！

手をかざす！

体を動かす！

みんなのゲーム。

直感ゲーム™

「直感ゲーム」「メガゲーム」はNTTドコモの商標または登録商標です。
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D904i

予想外の楽しさを引き出す「直感操作」

ROLL

かたむける

SHAKE 

ふる

TOUCH

手をかざす

P904i SH904i

MOVE

自分が動く

GestureTek社の技術を搭載し、携帯電話のカメラ

を通じて端末の傾きや人の動きを察知し、ｉアプリに

結果を反映させます

内蔵センサーが端末の傾きを察知し、
iアプリに結果を反映させます（モー
ションコントロール機能）

※携帯電話機の振りすぎなどが原因で、人や物に当たり、重大な事故や破損など
につながる可能性があります。ご利用にあたっては、周囲の安全を十分に確認し、
携帯電話機をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
※「GestureTek」は、米国GestureTek, Inc. の米国およびその他の国における商標
または登録商標です。

10



ケータイゲームの大きな可能性を秘めた 904i

カメラがセンサーに

なるから、カメラの前の

人の動きも反映できる！

モーションセンサー

904iシリーズでは

全機種2.8インチ以上の

ワイド液晶で迫力アップ！

BIG！ディスプレイ

プログラム領域は

大1MBまでと大容量！

さらに外部メモリ連携で

数MB～数十MBへ拡大！

BIG ! メガiアプリ

一体型なのは、

ケータイならでは。

ディスプレイ

モーションセンサー

！

ハイスペックゲームから

みんなが楽しめるゲームまで。

iアプリゲームは次のステージへ。

＋
高速通信

で快適

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

＆ﾌﾟﾚｲ

握っている画面に

手の動きが

そのまま表示反映される

から一層リアル！

ここが家庭用ゲーム機との違い
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©2007 Universal Interactive. Inc.©2003-2007 NBGI

傾けたり、振ったりして楽しめる5つのミニゲー

ム で構成され、好きなゲームを自由に遊べま

す。全ミニゲームをマスタークリアすると、オリジ

ナル特典をGETできます。

©2007 Ignition Entertainment Ltd
©2007 Sony Computer Entertainment Inc.

「タマラン」は、マーキュリー（水銀）をゴールへ

と導く“動かす液体パズル”。 D904iを傾けて、

マーキュリーを動かし、ゴールを目指そう！

D904i P904i SH904i 

すぐに遊べるプリインストール 直感ゲーム

直感的に楽しめるモーショントラッキングを搭

載！簡単操作で誰でも遊べる！塊を転がして

大きくするロマンティックアクションゲームが遂

にiアプリで登場。
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体を動かして戦う3Dボクシング。カメラ

に向かってパンチを打ったり、体を左

右に動かして攻撃をかわしたりと、正

に直感ガチンコバトル！

直感☆ボクシング

カメラに向かって手を振るだけで遊べる

3Dテニスゲーム登場！ボールをよく見

て手を振れば、サーブ・スマッシュ・ボ

レーにロブも思いのまま！手のひらをラ

ケットにしてレッツプレイ！

直感☆テニス

体感バイクレースゲームの名作がケータ

イに登場！ケータイを左右に傾けてコー

ナーを曲がるシンプル操作で楽しめます。

また、首を左右に傾けて操作するモード

も搭載しています。

ハングオン

ケータイを左右に傾けるだけ！簡単に操

作ができるブロック崩しゲーム。ボールを

弾き返し、ブロックを崩す爽快感は格

別！全国のプレイヤーと直感能力ハイス

コアを競い合おう！

直感アルカノイド

名作が！シンプルゲームが！直感ゲームで別次元の楽しさに！

©SEGA ©TAITO CORP. 1986-2007
©GenkiMobile ©GenkiMobile

株式会社セガ 株式会社タイトー 元気モバイル株式会社 元気モバイル株式会社

※掲載しているタイトルの詳細情報は別紙のコンテンツリストにてご覧いただけます。
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新感覚リズム＆ダンスゲームが登

場！指を動かせば、キャラクターが華

麗にダンシング。アドリブシーンで、オ

リジナルの指振りを披露するチャンス

だ！

フルフル直感♪
DANCING

家庭用ゲーム機で人気の｢コロリンパ｣が

“直感ゲーム”に登場！｢たま｣を転がしす

べてのクリスタルを集め、ゴールを目指し

ます。単純ルール・カンタン操作なので、

誰でも楽しめます！

直感!!コロリンパ

「首都高バトル」が新たな操作方法を手に

入れ、進化！直感的に携帯電話を左右

に動かすだけで、ステアリングが思いの

ままに。

直感☆首都高バトル

フル３Ｄフライトシミュレータ「エアロバ

ティックヒーロー」が新機能搭載で登

場！携帯を傾けて臨場感あふれる飛行

が楽しめる！

エアロバティック
ヒーロー

家庭用ゲーム機で人気のタイトルも、ぞくぞく直感ゲーム対応に！

©HUDSON SOFT ©MOBILE & GAMESTUDIO (C)GENKI (C)GenkiMobile ©2005-2007 KEMCO/EXE CREATE

元気モバイル株式会社
株式会社コトブキソリューション株式会社IMJモバイル

株式会社ハドソン

※掲載しているタイトルの詳細情報は別紙のコンテンツリストにてご覧いただけます。
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※掲載しているタイトルの詳細情報は別紙のコンテンツリストにてご覧いただけます。

直感ゲームコンテンツ
続々登場！乞うご期待

68タイトル
2007年4月23日現在の開発タイトル数

15



「直感ゲーム」対応のP904i・SH904iは GestureTek社「GestureTek  

EyeMobile※」をインターフェイスとして利用してます。携帯電話の内側カ

メラを利用し、映像を捉え、その映像を通じてコンピュータシステムをコン

トロールできるシステムで、傾き、変化量、振動量によって瞬時に動作を

コントロールします。これまでキー入力だけでは実現できなかった微妙な

入力も可能となります。

ケータイを「振る」「傾ける」「体ごと動かす」「なぞる」などの様々な動作で

入力をコントロールできるため、ゲームから実用系まで、あらゆるiアプリ

に展開でき、今までにないケータイでのエンターテイメントや利便性を

ユーザーにもたらします。

国内ケータイ初
GestureTek  EyeMobile を搭載

©NAVITIME JAPAN
航空写真：デジタル・
アース･テクノロジー

©DP CORPORATION ※画面は開発中のものです

ケータイを空中で文字を描くように

操作して描いた文字が、そのまま

デコメ素材に。装飾を加えて完成

した素材でオリジナリティがアッ

プ！

提供：株式会社ディーピー

手描き
デコメツール（仮）

ナビゲーション総合サイト

NAVITIME。画面を傾けるだ

けで地図を360度自由にスク

ロールさせることが出来る「傾

きスクロール」機能に対応！

提供：株式会社ナビタイム

ジャパン

NAVITIME

ゲームはもちろん

実用系アプリにも

広がる

※「EYEMOBILE-ENGINE」は、

様々な端末に搭載されているカメ

ラを使って、シームレスに、リアル

タイムな動作のコントロールを可

能とします。

コストが高く、仕様も限られるハー

ドウェアベースのセンサーとは異

なり、このEYEMOBILE-ENGINEは、

純粋なソフトウェアソリューション、

ミドルウェアです。

※「GestureTek」は、米国GestureTek, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※掲載しているタイトルの詳細情報は別紙のコンテンツリストにてご覧いただけます。
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ケータイひとつで、

音楽を定額で楽しむスタイル。

新しい音楽に

毎日出会える！

うた ホーダイ・

「うた・ホーダイ」に対応した音楽配信は、各音楽配信事業者により提供されます。

「うた・ホーダイ」をご利用いただくためには、各サイトのマイメニュー登録が必要です。

音楽配信サービスの利用料金や提供条件等は、各サイトにより異なります。
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ケータイひとつだけで

定額で音楽を楽しめる

新しいリスニングスタイル。

「うた・ホーダイ」とは

iモード→「うた・ホーダイ」対応サイト

うた・ホーダイ対応 904iシリーズ
（サブスクリプション機能対応機種）

お好みのサイトに

マイメニュー登録して

ダウンロードし放題！
904i発売当初は

ナップスターなど

数社がサービスを

提供します

マイメニュー契約中

聴き放題！

パソコン

なくても

対応サイトに

アクセス！

マイメニュー

登録をします

ご自由に！

ダウンロード1 2 3

904iシリーズ

国内ケータイ初

サブスクリプション

音楽ダウンロードに対応！
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「うた・ホーダイ」対応サイト、ぞくぞくOPEN！

サブスクリプション対応

音楽配信サービス

【提供予定企業】

株式会社
レーベルゲート

両方使っても料金そのまま！月額1,980円！

※サイト名称・サービス提供条

件等は変更となる場合があり

ます。

※詳しくはサービス提供開始

時にサービス提供各社または

ドコモのホームページ等にて

ご確認ください。

DJ直クラブ★ﾀﾞﾝｽ取放

ベストヒット★ﾛｰﾄﾞ!ﾌﾙ

こころを癒す音楽
∞Music Shower

クラシックエッセンス
Value

うたUSENフル

聴きﾎｰﾀﾞｲi洋楽ﾌﾙ (仮)

FARMIXフル
うた取り放題（仮）

「うた・ホーダイ」

ケータイで

直接ダウンロード

904i
発売同時
スタート

①PCでダウンロード

②ケータイに転送

ジャンルいろいろ。
「うた・ホーダイ」対応サイト

ケータイでもPCでも聴き放題を実現する「ナップスター」

参考

904iシリーズ
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着うたフル®

うた・ホーダイ

ビデオ
クリップ

904i全機種そろって進化した音楽機能

ミュージック
チャネル

全機種対応

全機種対応

N904i 対応

「Napster」および「ナップスター」は、Napster, LLC.の米国内外における登録商標です。

「着うた」「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「Windows」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

全機種 Windows 

Media Audio 対応

全機種

Napster®対応

Windows PCとの

連携もスムーズ
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観たい映像は、

観たいそのときに、

ダウンロード。

タイトル3,000以上！

ビデオ

クリップ

21



大容量・大画面・高画質でビデオクリップから目が離せない！

大10MB

音楽なら1曲まるごと

ミニ番組も配信！

LONG

高音質のまま、１曲５分

程度の映像も楽しめる！

500KB 10MB

配信サイズは

従来比約3倍。

だから高画質！

FULL SCREEN

映画の予告編やカラオケなど、

細かい文字も読める！

QCIF QVGA

動きに強い

新コーデック

H.264対応

HIGH QUALITY

ボールの動きや、駆け引きなど

激しい動きも見やすく！

H.263 H.264

6月23日全国公開「転校生 さよならあなた」
©2007『転校生』製作委員会

©Manchester United Interactive
Limited/FoneStarz Media Limited

マンチェスター・Ｕ
超ワールドサッカーネットコミュニケーションズ株式会社
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ジャンルも、ラインナップも、一気に拡大！ ビデオクリップと

TV番組の連動！

放映前にビデオクリップで

長尺ダイジェストムービーを

先行配信！

iモードでの投票結果が

番組に反映されます

ガリレオの遺伝子
日本テレビ系 ・６月放送予定

ビデオクリップは

「MY日テレ」にて提供

ORANGE RANGE
イカSUMMER

©Sony Music Records Inc.

BEAT CRUSADERS
GHOST

©Defstar Records Inc.

UVERworld
SHAMROCK

©Sony Music Records Inc.

中島美嘉
素直なまま

©Sony Music Associated
Records Inc.

ONE☆DRAFT
フルサト

©Sony Music Associated
Records Inc.

※掲載しているタイトルの詳細情報は別紙「コンテンツリスト(ビデオクリップ)」にてご覧いただけます。

Sony Music Full
Sony Music の人気アー
ティスト達の 新ビデオ
クリップをフルレングスで
続々配信！

提供：株式会社
ソニー･ミュージック
ネットワーク

©Disney

©LIFE CO.,LTD

©Manchester United Interactive
Limited/FoneStarz Media Limited

ウェザーニュース
毎日全国の天気を、様々な気象要

素を織り交ぜながら詳しく解説す

る動画番組。

提供：ウェザーニューズ

ディズニー

モバイルシアター
ディズニーが日本のケータイユー

ザーのためだけに制作した､オリジ

ナルムービーを配信｡

提供：ウォルト・ディズニー・ジャパ

ン株式会社

マンチェスター・Ｕ
国内リーグのほか欧州での激闘も

カバーし、ゴールシーン中心のハ

イライト動画として配信します。

提供：超ワールドサッカー

ネットコミュニケーションズ

株式会社

ライフカード
あの大人気オダギリジョー

出演ライフカードCM

「カードの切り方が人生だ。

～転機到来編」の本編とCMの続

きを、高画質10MBiモーションで

配信！

提供：ライフ
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６月公開！大林宣彦監督作品「転校生」をケータイで楽しめる

おれがあいつであいつがおれで!?

あの名作『転校生』が大林宣彦監督自身の手で、

新たなストーリーで甦る。

監督：大林宣彦 主演：蓮佛美沙子 森田直幸

限定ムービーを 904iにプリインストール！（F904i除く）

©2007『転校生』製作委員会

「転校生 さよならあなた」

「大林宣彦監督自身の手による特別プロモ映像３部作。904iにプリインされる

第１話は主演の蓮佛美沙子を中心に、映画のハイライトシーンと撮影舞台裏

の彼女の素顔を紹介。（作品時間：約5分）

6月23日全国公開
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全機種ビデオクリップ対応で、レコメンドサイトもパワーアップ！

iMenu
▼

メニュー
/検索

オススメ

動画

（仮称）

Power
Push

おすすめ
VIDEO
CLIP

ビデオクリップ
10MBiﾓｰｼｮﾝ

Vライブ
テレ電で

動画 FREE
無料動画

お気に入りのDVDや

商品を動画を

楽しみながら購入できる！

WATCH→BUY対応サイト

WATCH
→BUY

ショッピング
連携

※画面はイメージです。

今が旬のアーティストの

ミュージッククリップや

グラビアアイドルの

動画や人気のアニメまで！

ピックアップ！

5月下旬
オープン

予定

パケット
通信料
無料

iDのネット決済も

順次スタート予定!

iムービーゲート

株式会社角川モバイル

7月提供開始予定

犬神家の一族
©2006「犬神家の一族」
製作委員会

バッテリー
©2007『バッテリー』
製作委員会

時をかける少女
©「時をかける少女」
製作委員会2006

超劇場版ケロロ軍曹
©2006 吉崎観音/角川書店，
角川映画，サンライズ，
テレビ東京，NAS
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いつも近くにあるから、

手離せなくなる。

毎日にフィットする

ケータイクレジット。

225万契約
4月18日現在のDCMX契約数

15万台
3月31日現在のiD決済端末数
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約15万台iD決済端末

毎 日 の 生 活 に 手 放 せ な く な る 、 D C M X 。

4月18日現在のDCMX契約数 225万契約

※対応店舗の状況はホームページ http://id-credit.com でご確認ください。

サービス内容等の詳細につきましては各社にお問合せください。
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DCMX GOLD いよいよスタート！ iDでネット決済

DCMXは、ケータイクレジットの主流へ！

ドコモならではの特典を兼ね備えた、

ワンランク上のサービスを提供

■プレミアステージへご優待

■ 新ケータイお届けサービス

■セキュリティ系NWサービス無料など

セキュリティサービスのご利用額相当をキャッシュバック

4月23日
受付開始

4月2日
対応開始

受付開始！ETCカード 家族カード

年会費

15,750円

(税込）

iモード上での

ショッピング。

お支払いは iDで !

カンタン

決済方法にｉＤを

選択するだけで、

面倒なカード番号

の入力は不要。

あんしん

必ずiDアプリが

カード番号を

読み出して決済。

なりすまし利用の

リスクがない！
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楽オク出品アプリ

iアプリバンキング

2MBきせかえツール

GPSナビゲーション

iモードフルブラウザ

Gガイド番組表リモコン

WORLD WING 3G

NEW

NEW

まだ、あります。

毎日を楽しく

便利にするツール

UP
↑

全機種
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楽オク出品アプリ

画面の案内にそって進んでいくだけ！
カメラと
連動！

出品入札
無料！

体験出品
できる！

iモードからは

出品・入札の手数料無料！

メイン
メニュー

楽オク
ガイド

出品
手続き

写真撮影
＆加工
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iアプリバンキング

モバイルバンキングがより便利に、快適に！

かんたん
操作

金融機関は
複数でも

ＯＫ

キレイで
みやすい

画面

→

→

STEP1
起動パスワード入力

STEP2
金融機関をえらぶ

STEP3
モバイルバンキングスタート！

三井住友銀行イメージ（残高照会・入出金明細照会の場合）

みずほ銀行イメージ（振込・振替等の場合）

※iアプリバンキングはKLab社の
「J/byte Engine」を採用しています。
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2MB きせかえツール

映像や着うた®も盛り込めて、よりリッチに。

より
大きく

より
多彩に

より
リッチに

904iから2MBへ拡大！

動画 着うた®

ゲーム カレンダー

待受画面 メニュー

電池/電波 着信表示

収録パターン大幅アップで
１日何度もイメチェンも！

いつでもリラックマmini

カンタン操作で携帯がリラックマ一色に！904iシリーズの高画質

Flashアニメでリラックマのかわいさが倍増！さらに！リラックマ

のFlashミニゲームもすぐに遊べます！

©2007 SAN-X CO.,LTD. 
ALL RIGHTS RESERVED.
©2007 Imagineer Co.,Ltd.

よりリッチなコンテンツを
まるごとセットできる！

※コンテンツにより構成は異なります。

提供：イマジニア株式会社

※開発中につき画像はイメージになります。
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iモードフルブラウザ

初のシリーズ全機種対応に。

機種ごとに特色のあるフルブラウザ機能。

全機種大型のワイド液晶で

見やすいナビゲーション！

GPSナビゲーション

世界42の国・地域で使える

3Gローミング全機種対応！

WORLD WING 3G

TVリモコンにもなる定番アプリ

3月に利用者1,000万を突破！

Gガイド番組表リモコン

これまでに

対応機種

92機種

ﾘﾓｰﾄ録画予約

機能対応DVR

16機種
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MUSIC

うた・ホーダイ

Napster & WMA

GAME

直感ゲーム (D/P/SH)

メガゲーム

VISUAL

ビデオクリップ

ワンセグ (F)

2in1

2つの顔を持つケータイ

「2in1」

DCMX     iD

DCMX GOLD

iDネット決済スタート

COMMUNICATION

デコメール＆2MB添付メール

プッシュトーク

USEFUL

楽オク出品アプリ

iアプリバンキング

電話帳お預かりサービス

GPS

ワイド画面のGPSナビ

ケータイお探しサービス

イマドコサーチ

GLOBAL

WORLD WING 3G
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高精細3インチ・ワイドVGA液晶＆

高音質サウンドを実現

HSDPA対応ケータイ

Display Camera Size
3インチ・ワイドVGA 320万画素 104×49×18.9mm 

Orange Cut Pink Soda Urban BlueDay and Night
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美しさをきめこまやかに再現、

大画面3インチ・ワイドVGA液晶搭載
480ドット×854ドット、モバイルPCに迫るFOMA 高解像度を実現！

PCサイトも折り返すことなくキレイに表示します。

撮った写真や地図も高精細に表示します。

高精細3インチ・ワイドVGA液晶＆
高音質サウンドを実現HSDPA対応ケータイ
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横800ピクセルのWEBサイトを

ぴったり表示可能な超ワイドスクリーン

ホームページの見たい部分を拡

大表示できる機能。ニューロポ

インターを合わせた位置を中心

にズームできます。

高精細3インチ・ワイドVGA液晶＆
高音質サウンドを実現HSDPA対応ケータイ

ニューロポインターで
直感的な操作

URL入力方法と
ツールバーが新しく追加

3.6Mbps×WVGA液晶×直感操作

ワンランクアップした iモードフルブラウザ

お好みの大きさに
表示しやすいズーム機能

フルブラウザは、Picsel Technologiesにより
実現しています。Picsel, Picsel Powered, 
Picsel Browser, Picsel Viewer, Picsel File 
Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel
PDF ViewerおよびPicsel キューブロゴは、
Picsel Technologies の登録商標または商標
です。
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ミュージックチャネル対応。

ヤマハサウンド搭載で臨場感あふれる

高音質再生のミュージックプレーヤー。

ステファノ・ジョバンノーニ氏とのコ

ラボレーションモデル。

2つのBOXを重ねたような

ベーシックかつグラフィカルなデザイン

1954年、イタリアのラ・スペツィア生まれ。1978年

フィレンツェ大学建築学部卒業。1979～1991年、

フィレンツェ大学建築学部で教鞭を執るかたわら研

究活動に従事。ミラノのドムス・アカデミー、レッ

ジョ・エミリア市のウニベルシタ・デル・プロジェットの

マスター・プロフェッサー、およびジェノバ大学建築

学部の工業デザイン教授を歴任。現在は、ミラノを

拠点に活動。建築家としてのみならず工業デザイ

ナー、またインテリアデザイナーとしても活躍。

高精細3インチ・ワイドVGA液晶＆
高音質サウンドを実現HSDPA対応ケータイ

ヤマハが開発したAudio Engine™を搭載。圧縮音源を自動でチューニング

し、オーディオ専用プレーヤーに負けない高品位なサウンドが楽しめま

す。

ミュージックビデオも

着うたフル®も

SDオーディオにも対応。

寝ている間に

音楽をダウンロード。

ミュージックチャネルで

長時間の音楽番組も

楽しめる。

HSDPAだから
ダウンロードも快適
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パッドをなぞるPC感覚の操作感。

AQUOS®の技術を採用した

３インチワイド液晶ケータイ

Display Camera Size
3インチ・ワイド 320万画素 107×50×19.9mm

ソリッドブラック ラインブループレミアムピンククリスタルホワイト

※「アクオス」および「AQUOS」はシャープ株式会社の登録商標です。
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AQUOS®の技術を採用した

3インチ・ワイド モバイルASV液晶
色の鮮やかさをアップし、

輪郭をハッキリさせる高画質化エンジンを搭載。

静止画から動画まで美しい画質で楽しめます。

パッドをなぞるPC感覚の操作感。

AQUOS®の技術を採用した

３インチワイド液晶ケータイ

ワイドな画面と

スリムな外観を両立

液晶そのものの薄型化と、液晶周囲

の額縁部分の面積を小さくし、従来

と同じ幅のスリムなスタイリングを実

現しました。

見やすさと

省電力効果を追求。

明るさセンサー搭載
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名刺をカメラで撮影 読み取り結果画面 電話帳に登録

PCライクな操作を実現した

TOUCH CRUISER パッドを搭載

名刺をカメラで

撮影するだけ

一括で電話帳登録できる

名刺リーダーを搭載

©2007 Universal Interactive. Inc.

傾けたり、振ったりして楽しめる5つの

ミニゲーム で構成され、好きなゲーム

を自由に遊べます。全ミニゲームをマ

スタークリアすると、オリジナル特典を

GETできます。

直感ゲーム™

指先のスライドに

追従してポインタが移動

ダブルタップで決定

快適操作の高速スクロール

42

パッドをなぞるPC感覚の操作感。

AQUOS®の技術を採用した

３インチワイド液晶ケータイ



3.1インチ・フルワイド大画面液晶で

ワンセグを楽しめる

ヨコモーションケータイ

Display Camera Size
3.1インチ・ワイド 320万画素 108×50×22mm

bordeaux
ボルドー

noir
ノアール

champagne
シャンパーニュ

blanche
ブランシェ
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ワンセグ ×

ヨコモーション

3.1インチの大画面で

迫力の映像を

16:9のフルワイド

ディスプレイ搭載

ワンセグ放送を全画面表示

テレビを視聴しながらでも

メール等の機能が使用できる

「マルチウィンドウ」操作に対応

文字の見やすさ抜群なアドバンストモードが、ワン

セグの字幕表示にも対応

3.1インチ・フルワイド大画面液晶で

ワンセグを楽しめるヨコモーションケータイ

通常モード アドバンスモード

44



専用チップを搭載した

WMAミュージックプレーヤー

光が流れるような

上質なイルミネーション

アーム部分には光が流れるような

イルミネーションパターンを採用。

全部で14色の多彩な色がケータイの美しさを際立てます。

簡単操作で簡易ライトとしても使えます。

プライバシーモードがさらに進化！
隠したい情報をワンアクションでサッと隠せるプライバシーモードが進

化。指定人物に関する電話帳やメール、

着信履歴などの情報を3STEPで隠せるようになりました。

電話帳

メール

着信・リダイヤル履歴

さらにその人物からの新着を

ユーザーしかわからない方法でお知らせ。

快適な音楽再生操作を

実現する４つボタン

リモコンを同梱

3.1インチ・フルワイド大画面液晶で

ワンセグを楽しめるヨコモーションケータイ
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ケータイを振って

動かす直感操作が新しい

スリムスライドケータイ

Display Camera Size
2.8インチ・ワイド 320万画素 110×49×16.8mm

ミラーブラックスーパーホワイトブリリアントピンク ミラーワイン
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ケータイを振る＆

傾けるだけで機能が連動する

モーションコントロール

MAIL
左右に2回

振るだけで本文を

ダイレクトに表示

MUSIC
お気に入りの音楽も

上下・前後に２回

振るだけで選曲

ケータイを振って動かす直感操作が新しい

スリムスライドケータイ

GAME
傾けて動かしたり、

振って操作したり

ゲームが面白くなる

振って→読む 振って→曲送り 振って→遊ぶ

ヨコ→フルブラウザ ヨコ→インテリア時計

左ヨコに傾けるだけで、ヨコ向きワイド画面表示に切り替わる！

ヨコ→ビデオクリップ

FULL BROWSERVIDEO CLIP CLOCK
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FMトランスミッターでカーラジオに飛

ばせば、車内でも音楽を存分に楽し

める！またGPSナビの音声案内も

ハッキリ聞き取れる。

ケータイを振って動かす直感操作が新しい

スリムスライドケータイ

WMAミュージックプレーヤー&FMラジオ

& FMトランスミッターで充実の音楽機能

カーステレオ

ラジオ付
ワイヤレスヘッド

自宅のコンポ

©NAVITIME JAPAN 

地図：昭文社

9シリーズ 薄16.8mmのボディと

心地よいなめらかな

スリムスライド

直感ゲーム™

「タマラン」は、マーキュリー（水

銀）をゴールへと導く“動かす液体

パズル”。 D904iを傾けて、マー

キュリーを動かし、ゴールを目指

そう！

©2007 Ignition Entertainment Ltd
©2007 Sony Computer Entertainment Inc.

タマラン

♪まもなく
80m先、
右方向です。
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コンパクトなNewデザイン＆

Newカスタムジャケット対応

進化したワイヤレスミュージックケータイ

Display Camera Size
2.8インチ・ワイド 320万画素 102×49×17.9mm

アスファルト シャンパンプラチナ ローズ
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コンパクトなNewデザイン＆

Newカスタムジャケット対応

進化したワイヤレスミュージックケータイ

ヒカリアイコン

何も無かったところにアイコンが

浮かび上がり、不在着信や

未読メールなどを通知

シンプル＆コンパクトデザインに

Newカスタムジャケット

カメラ位置の変更＆アシンメトリーデザインで従来の

デザインを一新。背面液晶の形を変える

Newカスタムジャケットで異なるデザインに変化します。

アスファルト×ヘアライン シャンパン×サーキュラープラチナ×フロスト ローズ×ファセット

カラービスを採用し、デザインの

細部までこだわりました。
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コンパクトなNewデザイン＆

Newカスタムジャケット対応

進化したワイヤレスミュージックケータイ

かんたん設定で使える、Bluetooth

ワイヤレスイヤホン(別売)に対応。

着うたフル®59時間の

SD-Audio 65時間連続再生の

スタミナミュージックプレーヤー

あんしんキー™
ワイヤレスでロック/解除する「あんし

んキー」にロック/解除をヒカリと音で

お知らせする「アンサーバック」機能

が追加

直感的に楽しめるモーション

トラッキングを搭載！簡単操

作で誰でも遊べる！塊を転

がして大きくするロマンティッ

クアクションゲームが遂にiア

プリ登場。

直感ゲーム™

シリーズ 高クラスの

コントラストを実現した

2.8インチ・ワイド液晶

パナソニック独自の映像技術、

モバイルPEAKSプロセッサー™ 搭載で

ビデオクリップを鮮やかに描きます。

遊び心をくすぐる多彩な

デコメ絵文字1,000件プリインストール
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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。サービス及び端末の仕様、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。

WEBサイト “THEエンタメケータイ 904i” を本日公開！

新機種レポートと904i対応コンテンツを一挙紹介

＜PCから＞ http://imode-press.jp
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