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デバイス 料金 
チャネル サービス ネットワーク 

選ばれ、使い続けていただく 
「スマートライフのパートナー」へ 

お客様の満足度を最大化 



＊1：2014年４月1０日現在、当社調べ 
調査対象：au・ソフトバンク・ウィルコム・イーモバイル ホームページ 

＊2 

＊1 ＊1 

＊2：一部対象外の通話があります 



5月15日 予約開始 
6月11日 提供開始 



それぞれ 相当 還元！ 
(税込) 

10,000円 

家族いっしょに 
2台以上ご購入のお客様 

ドコモを10年以上ご利用で 
対象機種をご購入のお客様 

もご用意！ さらに 



ネットワーク 新サービス 新商品 VoLTE VoLTE VoLTE 



■ VoLTE=Voice over LTE 
■ LTEを活用した高音質な新通話サービス 
■ NTTドコモが日本で初めて提供開始 



VoLTEの特長 

高音質通話 １ 

スピーディーな発着信 ２ 

高速マルチアクセス ３ 

ビデオコール ４ 
※高音質通話、スピーディーな発着信、ビデオコールは、国内Xiエリア内におけるVoLTE対応端末間の通信でご利用いただけます。 
※高速マルチアクセスは、国内Xiエリア内におけるVoLTE対応端末の通信でご利用いただけます。 
※ビデオコール（映像）及び高速マルチアクセス（データ通信）は、ベストエフォートによる提供となります。 
※実際のサービス品質は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。 
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(Voice over LTE) 
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１ VoLTEへの対応 
 

  
 

  

2014夏モデル 

  
 

２ 電池の急速充電・節電機能 
 

  

  
 

  
 

３ 「docomo select」の提供 



VoLTEへの対応 

5月15日から順次発売 
6月下旬以降 ソフトウェアバージョンアップにより対応 



進化した 
急速充電 

非常用 
節電機能 

電池の急速充電・節電機能 



充電アラート 
表示時 

 

＊：数値はSC-04F（バッテリー容量2,800mAh）で計測した場合 

60分 
充電後 

 
急速充電２ 
（AC05） 

 

急速充電 
（AC04） 

50% 

従来 
（AC03） 

進化した急速充電（急速充電２） 



非常用節電機能 
「非常用節電モード」を選択 非常時に必要な機能に特化 ＊ 

＊：非常時に必要な「情報発信・収集」「安心・安全」に関するアプリ 
（電話/SMS/メール/ブラウザ/マップ/テレビ/ツイッター等）のみを動作 



非常用節電機能 
100％ 

0％ 

50％ 

5日目 

15％ 

電池残量15％で 
約3日間待受可能 

消費電力量を低減 

2日目 

＊2：数値はSC-04F（バッテリー容量2,800mAh）で計測した場合 
＊1：待受時間は機種によって異なります 

＊1・2 

ON 



発売日:2014年5月21日 

SO-03F 

4K動画撮影を可能にした 
Xperia™シリーズ最高の 
フラッグシップモデル 



多彩なエフェクトと高性能カメラで 
動画も静止画も楽しめる 

デジタルノイズキャンセリング機能を搭載 
さらに高品質なオーディオ体験へ 

SO-03F 

<デジタルノイズキャンセリングヘッドセット MDR-NC31EM> 



発売日:2014年6月中旬予定 

片手に収まる心地よさ 
4.３インチのラウンドフォルム 
選べるカラーバリエーション 

SO-04F 



SC-04F 

発売日:2014年5月15日 

決定的瞬間を逃さない 
オートフォーカスカメラ 

防水ギャラクシー 



GALAXY史上最速 
オートフォーカス撮影を実現 

SC-04F 
LTEとWi-Fiの 

高速ハイブリッドダウンロード 
ハイブリッドダウンロード 

＊：30MB以上の大容量ファイルダウンロード時に、 
LTEとWi-Fiの同時接続となります。 

LTEおよびWi-Fiエリア内の環境で作動します 

＊ 



SC-04F 

発売日:2014年5月15日 



発売日:2014年5月下旬予定 

スマホ史上最高 
のATOK搭載 

 

思いのままにサクサク文字入力 

F-05F 

＊ 

＊：2014年5月13日現在 
語彙数、辞書機能等において 

富士通調べ 



かしこい変換や補正で思いのままに文字入力 
「Super ATOK ULTIAS」 

進化したWhite Magic™ 
明るさも省電力性能もＵＰ 

F-05F 



SH-04F 

発売日:2014年5月23日予定 

極細フレーム 
5.4インチIGZO搭載 

全身スクリーンAQUOS 



画面フレームを極細に 
約81％がスクリーン  

新デザイン「EDGEST」 

SH-04F 
＋ 

映像リアリティエンジン 

新開発バックライト「Pure LED」 



SH-05F 

発売日:2014年5月下旬予定 

ディズニーの物語と 
魔法があふれ出る 

 

サプライズいっぱいの 
スマートフォン 

©Disney 



もれなく好きな 
オリジナルスマホケースが 

1つもらえる！ 

【応募期間】 
SH-05F発売日～2014年9月16日 

SH-05F 

©Disney 

３万以上のディズニーコンテンツが無料！ 

3,000mAh大容量バッテリー搭載 



F-06F 

発売日:2014年8月予定 

原研哉氏監修の新デザイン 
  

「ファミリーページ」で 
家族や仲間ともっとつながる 



SO-05F 

発売日:2014年6月下旬予定 

10インチクラス世界最薄・最軽量 
 

防水×フルセグ 
心揺さぶるプレミアムタブレット 

＊：2014年5月13日現在 
10インチ以上の液晶を保有する、LTE/3Gタブレット製品において（LTEモデル） 

ソニーモバイルコミュニケーションズ（株）調べ 

＊ 



発売日:2014年6月中旬予定 

7インチクラス世界最軽量 
  

IGZO搭載全身スクリーン 
AQUOS 

SH-06F 
＊ 

＊：2014年5月13日現在 
7インチ以上のディスプレイを搭載するLTE内蔵タブレットにおいて 

ROA調べ 



F-07F SH-07F 

発売日:2014年6月中旬予定 発売日:2014年5月23日予定 

持ちやすくて見やすい！ 
4色が彩る 
防水スタイリッシュケータイ 

欲しい機能全部入り 
 

上質を極めたハイスペック 
スリム防水ケータイ 



ケータイをもっと自分らしく、もっと便利に。 



サービス デバイス 



デバイス サービス 

発売日:6月中旬予定 

ムーヴバンド２ 
〈WMB-02C〉 



1. フルセグ・ワンセグ・NOTTVが視聴可能 
2. TVにつないで大画面視聴 
3. テザリング機能＋モバイルチャージャー 

デバイス サービス 

発売日:7月予定 

TV BOX 
〈TB 01〉 

新料金プラン「デバイスプラス500」対象 



デバイス サービス 

発売日:6月21日 

ワイヤレス 
ポータブルスピーカー 

〈SRS-X1〉 

発売日:5月21日 

デジタルノイズキャンセリング 
ヘッドセット 

〈MDR-NC31EM〉 





本日から予約開始 



× 

かんたんテザリング for ニンテンドー 3DS 



ネットワーク 新サービス 新商品 VoLTE 新サービス 新サービス 



2011年度 
実績 

2012年度 
実績 

2013年度 
実績 

2014年度 
目標 

290億円 
300 

100 

取扱高 
（単位：億円） 

500 

700 

0 

900 

60億円 



4月1日 
500円コースを開始！ 

・プログラム数150⇒300 
・歌詞閲覧可能 

機能拡大！ 

・myヒッツ登録機能 
 お気に入りの楽曲をいつでも好きな時に視聴可能に 

ｚ 

新機能！ 

平井堅 
 

ⒸAriola Japan 

中島美嘉×加藤ミリヤ 
 

ⒸSony Music Records 
ⒸSony Music Associated Records 

May J. 
 

Ⓒavex entertainment inc.  

「ずっと feat. HAN-KUN & TEE」 
SPICY CHOCOLATE 

 

ⒸUNIVERSAL MUSIC LLC 



5月1日 
出前・フード宅配を開始！ 

主な特長 
・全国約9,500店の豊富なラインアップ 
 

・dデリバリーだけの電子クーポン 
 

・ケータイ払いが使える 
 

・ドコモポイントが貯まる、使える 

＊1 

＊2 

＊1：ケータイ払いは一部店舗で利用可能 
＊2：ドコモポイントはご利用いただけない店舗があります 



2014年6月 
サービス開始予定 

人気雑誌の記事が 
月額400円で読み放題！ 



エル・ジャポン ハーパーズ バザー Lightning 

週刊アスキー etc. 

Hanako 

LEON 

Hot-Dog PRESS ル・ボラン 

オレンジページ etc. 週刊女性 アスキークラウド 



ジャンルで記事を選べるUI 

便利なUIと独自機能 
クリッピング機能 

①
ジ
ャ
ン
ル
の
選
択 

②記事の選択 

複数雑誌の記事を横断的に閲読可能 お気に入りの記事をクリッピングして保存可能 



高速ダウンロード 
5月15日対応開始 



従来(H.264/AVC) H.265/HEVC 

約140MB 約290MB アニメ1話(平均24分間)あたりの 
ファイルサイズ 

H.265/HEVCのメリット 

ダウンロード所要時間 

・画質は変わらずファイルサイズが約半分に！従来より短時間でダウンロードが可能！ 
 

・人気タイトル約50作品が対応予定！（6月末までに順次対応） 

ⒸMagica Quartet／Aniplex 
Madoka Partners・MBS 

魔法少女まどか☆マギカ 機動戦士ガンダム 
Ⓒ創通・サンライズ 

あの日見た花の名前を 
僕達はまだ知らない 

ⒸANOHANA PROJECT 

＊：画質「すごくきれい」の場合 
＊：左記3作品の平均値 

＊ 



HD画質コンテンツ 
5月15日提供開始 

ゼロ・グラビティ 

Ⓒ2013 Warner Bros． 
Entertainment Inc． 
All rights reserved． 

ワールド・ウォーZ 

Ⓒ2013 PARAMOUNT 
PICTURES． 

All Rights Reserved． 

トワイライト・サーガ／ 
ニュームーン 

TM & Ⓒ2009 Summit 
Entertainment, LLC.  
All Rights Reserved 

探偵はBARにいる 

Ⓒ2011「探偵はBARにいる」 
製作委員会 



ネットワーク ネットワーク 新サービス 新商品 VoLTE ネットワーク 



エリア 通話品質 通信品質 

47都道府県で データ通信DL速度No.1 
＊2 

＊2：日経BPコンサルティング調べ「第3回全国LTE/4Gエリア調査」 
[調査期間]2014年4月10日～5月7日  

ドコモのネットワークは 

いずれも 総合満足度No.1 
＊1：日経BPコンサルティング調べ「スマートフォンユーザーのネットワーク利用実感に関する満足度調査」 

[調査期間]2014年4月11日～４月22日  

＊1 



LTE基地局 さらに大幅増へ 
LTEネットワーク 

2014年度末 
（目標） 

2013年度末 2012年度末 

55,300局 

24,400局 

95,300局 

3,500局 

LTE基地局 

1.7倍 へ 
100Mbps以上 

対応基地局 

10倍 へ 

40,000局 



＊：通信速度は受信時最大の数値。技術規格上の最大値で、通信環境等により変化 

 

LTE-Advanced 
 実証実験    商用開始 

2014年度 2015年度 更に先へ 

5G 
開発推進中 

クアッドバンド 
LTE 

150Mbps 
提供中 

10Gbps 
以上へ 

225Mbpsサービス 2014年度中にスタート 
LTE-Advancedの導入 



スタート！ 

最高のコミュニケーションを皆様へ 

始動！ 
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