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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



新感覚エンタテインメントマシン
ドコモ スマートフォン Ｎewモデル

登場！！
～2010年４月（予定）より販売開始～

※画像や仕様などは最終と異なる場合があります。



①音楽・映像・写真を自由自在に操れる新感覚
エンタテインメント機能

③その一台を手にするたび、誰もが驚かされる洗練された
高性能スペック

②顔認識機能により、写真から始まる、
新感覚なコミュニケーションスタイル

新感覚エンタテインメント

新感覚フォトコミュニケーション

ハイスペック



①新感覚エンタテインメント

音楽 映像 写真
最大約8,000枚最大約3,200曲 最大約19時間

楽曲配信サービス楽曲配信サービス

Ｍｅｄｉａｓｃａｐｅ

直感的な操作で音楽、動画、写真を自由に操れる



①新感覚エンタテインメント

楽曲再生中に インフィニットボタンを押すと、

ｍｉｃｒｏＳＤに保存された関連コンテンツやＷｅｂ上の

コンテンツをすぐ観れる

Ｍｅｄｉａｓｃａｐｅ



①新感覚エンタテインメント

Ｍｅｄｉａ Ｇｏ

ＣＤからＰＣへの音楽取り込みが

簡単。ＰＣに取り込んだ音楽、動画、
写真、ポッドキャストをケータイへ持ち
出すことができる

™



②新感覚フォトコミュニケーション

人物を選んで名前をタッチすることにより、
その人へ電話やメールができる

写真の顔認識から始まるコミュニケーション

＊電話帳に登録すること
により、最大5人まで一枚の写真上
で認識可能。



②新感覚フォトコミュニケーション

機能別のカテゴライズにより、その人物とのコミュニケーション履歴を
シームレスに表示できる

写真の顔認識から始まるコミュニケーション

電話帳 通話履歴 SMS 写真



不在着信 Eメール受信
カメラ撮影

音楽視聴

日記投稿

つぶやき投稿

日記投稿

②新感覚フォトコミュニケーション

Ｔｉｍｅｓｃａｐｅ

さまざまなコミュニケーション履歴を
シームレスに表示できる

™



③ハイスペック

ダイナミックな動画再生

「YouTube 」の高画質モード対応。
大画面・高精細液晶でダイナミックな
動画を楽しめる

-4.0インチフルワイド
VGAディスプレイ

-高性能1GHz CPU

™



③ハイスペック

送信時最大２.０ＭｂｐｓのＨＳＵＰＡに対応。

ＹｏｕＴｕｂｅ やＰｉｃａｓａ などへの動画や写真

のアップロードが快適

ＨＳＵＰＡ

Ｗｉ-Ｆｉ
快適な無線ＬＡＮ接続で、高速＆ＰＣライク

なインターネットブラウジングが可能

™ ™



その感覚、その体験、なにもかも、新しい
新感覚エンタテインメントマシン

①新感覚エンタテインメント

②新感覚フォトコミュニケーション

③ハイスペック



ドコモ スマートフォンの取組み

より多くのお客様にスマートフォンをご利用いただける
環境の構築

スマートフォンの発展

サービス 料金

「ドコモマーケット」の提供 使いやすいパケット定額サービスへの変更



２０１０年４月（予定）２０１０年４月（予定）

ドコモのスマートフォンで使えるコンテンツがすぐ手に入る

スマートフォン向けポータル

ワンタッチ

ホーム画面からワンタッチ、タッチパネルで使いやすい。

トップページ

ドコモのおすすめコンテンツシンプルで使いやすい

※画面はイメージです。
今後の開発により変更になります。

メニュー
ページ

アプリに加え、ニュースや動画などもご紹介。

スマートフォンで体験できるオリジナルコンテンツも充実。

ドコモマーケット
アイコンイメージ

おすすめ
ページ



使いやすいパケット定額サービスへの変更 ２０１０年４月１日２０１０年４月１日

①「Biz・ホーダイ ダブル」を「パケ・ホーダイ ダブル」に一本化

Biz・ホーダイ ダブル

パケ・ホーダイ ダブル

パケ・ホーダイ ダブルｉモード対応端末向け

スマートフォン向け

ｉモード対応端末 スマートフォン

スマートフォンの方も、iモード対応機の方も、

「パケ・ホーダイ ダブル」契約でご利用可能に！

自動移行

②｢メール使いホーダイ」の適用対象をスマートフォンに拡大

スマートフォン利用時の「mopera U」メールが無料に！



①「Biz・ホーダイ ダブル」を「パケ・ホーダイ ダブル」に一本化

・「Ｂｉｚ・ホーダイダブル」を「パケ・ホーダイダブル」へ統合 （自動移行）

・既存「パケ・ホーダイダブル」のスマートフォン利用時の上限額を改定 （１３.６５０円⇒５.９８５円）

390円

4,410円

5,985円

13,650円

（月額使用料）

（パケット数）4,650 52,500 71,250 436,250

0.084円/パケット

0.021円/パケット

・ｉモード

・ｉモードフルブラウザ
・１２８Ｋ通信

・ＰＣ等の外部機器接続通信
・その他

パケ・ホーダイ ダブル（改定後）

※表記は税込みです。
※スマートフォン定額通信とは、スマートフォン定額対応アクセスポイント（旧名称Ｂｉｚ・ホーダイ

定額対応アクセスポイント）を利用した、国内におけるＦＯＭＡパケット通信を指します。
※対象は国内におけるＦＯＭＡパケット通信です。

～～

パケ・ホーダイ ダブル（改定前）

390円

5,985円

13,650円

（月額使用料）

（パケット数）4,650 71,250 436,250

0.084円/パケット

0.021円/パケット

・スマートフォン定額通信

Ｂｉｚ・ホーダイ ダブル

・ＰＣ等の外部機器接続通信
・ｉモード
・ｉモードフルブラウザ
・その他

～～

390円

5,985円

13,650円

（月額使用料）

（パケット数）4,650 52,500 71,250 436,250

0.084円/パケット

0.021円/パケット

・ｉモード

・ＰＣ等の外部機器接続通信
・スマートフォン
・その他

～～

・ｉモードフルブラウザ
・１２８Ｋ通信

4,410円
・スマートフォン定額通信



②｢メール使いホーダイ」の適用対象をスマートフォンに拡大
「メール使いホーダイ」の適用を拡大し、タイプシンプル＋パケ・ホーダイ シンプルにて
ｍｏｐｅｒａ Ｕスタンダード契約時にスマートフォン利用のｍｏｐｅｒａ Ｕメールの通信料を無料とする。

※iモードとｍｏｐｅｒａ Ｕスタンダードは重畳契約可

※1 Ｗｅｂメールおよびインター
ネット接続に係る通信の一部は
無料対象外となります。

※２ 海外でのパケット通信、
デュアルネットワークサービス利用
時のｍｏｖａにおけるパケット通信
には、「パケ・ホーダイ シンプル」
の料金は適用されません。
（定額の対象外となります。）

上限額（※２）

ｉモード利用時：４，４１０円／月

ｉモードフルブラウザ利用時：５，９８５円／月

１２８Ｋ通信利用時：５，９８５円／月

スマートフォン定額対応アクセスポイント利用時：５，９８５円／月

パソコン等による通信の利用時：１３，６５０円／月

無料

（スマートフォン定額『旧Ｂｉｚホーダイ定額』対応アクセスポイントに
接続した通信のみ）

ｍｏｐｅｒａ Ｕメール送受信（※１）

（Ｕスタンダード契約時）

パケット通
信料

５２５円／月ｍｏｐｅｒａ Ｕ （Ｕスタンダードプラン）

３１５円／月ｉモード

５，９８５円まで：０．０８４円/パケット

５，９８５円から：０．０２１円/パケット

無料

２１円／３０秒

なし

７８０円
（ファミ割ＭＡＸ５０適用時）

タイプシンプル＋パケ・ホーダイ シンプル契約者

メール使いホーダイ

その他のパケット通信

iモードメール送受信

（ｉモード契約時）

サービス名称

提供条件

基本使用料（タイプシンプル バリュー時）

無料通信分

音声通話料

ｉモード

ｍｏｐｅｒａ Ｕ（スタンダード）

ｉモードメール通信料無料（提供済）

ｍｏｐｅｒａ Ｕメール通信料無料
＋

＋

＋

【料金プラン】 【パケット定額サービス】

780円～ 0円～

525円

315円

【付加機能使用料】

パケ・ホーダイパケ・ホーダイ シンプルシンプルタイプシンプルタイプシンプル

（表記は税込み）
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