DM-01K̲BtoCカタログ̲H01-04̲1213

購入特典

Disney Mobile on docomo DM-01K

D23 Expo Japan 2018
グッズがもらえる！
先着！

DM-01Kをご購入いただいた方限定！
D23 Expo Japan 2018協賛を記念した
ドコモオリジナルデザインのタンブラーを
プレゼント！
●配布期間：DM-01K発売日〜なくなり次第終了
※数に限りがございます。※画像はイメージです。実際とは若干異なる場合
があります。

●商品写真などに関しては、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。●掲載の商品のサービス・キャンペーン内容、商
品の仕様・性能および料金・お申込み方法などは、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●掲載の電話番号および
URLなどは、予告なしに変更する場合があります。●「VoLTE」
「おサイフケータイ」
「マチキャラ」
「spモード」
「デコメ」
「デコメ絵文字」
の名称およびロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●Androidは、Google LLCの商標です。●Wi-Fi®は、Wi-Fi
Alliance®の商標または登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●

はフェリカネットワークス株式会社の登録商

標です。●掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。●掲載のコンテンツは、ウォルト・ディズニー・ジャパ
ン株式会社の提供コンテンツです。※販売価格については、
ドコモショップなど販売店におたずねください。※本資料に表記の金額
は、特に記載のある場合を除きすべて税抜です。
※画像はイメージです。©Disney
ドコモのホームページ：ドコモのニュース、工事、製品、サービスなどの情報をご覧になれます。

スマートフォン・ドコモ ケータイ
（spモード）
・パソコンから

Menu

ドコモ ケータイ
（iモード）

www.nttdocomo.co.jp

お知らせ

パケット通信料無 料

＊

＊海外からのアクセスの場合は有料となります。

総合お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉
●ドコモの携帯電話からの場合

151

（局番なし）

（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

●一般電話などからの場合

®

受付時間

午前9：00〜午後8：00（年中無休）

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

※番号をよくお確かめの上、おかけください。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

このカタログの内容は2017年12月現在のものです。

2017.12

カメラ付き携帯電話を利用して
撮影や画像送信を行う際は、
プライバシー等にご配慮ください。

このカタログは環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

DM-01K̲BtoCカタログ̲P01-02̲1212

セレブレーションイヤー特別モデル!
時を超えて楽しむミッキーマウスの世界。
2018年はミッキーマウスのスクリーンデビューから90周年。
さまざまな周年を迎えるディズニーのセレブレーションイヤーを記念し、
限定モデルが登場。

高級感あふれる特別なBOX＊
オリジナルBOXを開けた瞬間から広がる、ミッキーと仲

間たちの世界。大切なものを詰め込みたくなる高級感あ
ふれる特別デザインであなたの手元へ。

01

＊端末に合わせたBOX色になります。

DM-01Kをお楽しみいただける
ヒントがいっぱいの

ウェルカムカードも同梱

※画像はイメージです。©Disney 02

DM-01K̲BtoCカタログ̲P03-04̲1212

特別デザインの端末とオリジナルカバー
内蔵メモリ
が32GBに
アップ！

Black（ブラック）

きらめきが美しい
上質なデザイン
未来を見つめるミッキーマウス

Pink（ピンク）

White（ホワイト）

スワロフスキー®・クリスタルが輝くオリジナルカバー
これまでのミッキーの歩みを表現し、散りばめられたスワロフスキー®・クリスタル＊1が輝くディズ

ニーオリジナルカバー付＊2。カバーウィンドウでは時間や電話着信、メール受信の確認もできます。

＆ミニーマウスをイメージした

特別な背面デザインにきらめく

ピクシーダスト。キャッスルには

ミッキー＆ミニーのアイテムが
隠れています！

03

＊1 Swarovski®はSwarovski AGの登録商標です。＊2 端末に合わせたカバー色になります。

※画像はイメージです。©Disney 04

DM-01K̲BtoCカタログ̲P05-06̲1212

時間などを楽しく知らせるウィンドウアニメーション

オリジナルカバーをつけると
見られるアニメーション

セレブレーション
エディション

カバーウィンドウでは9つのテーマから選べるかわいい

アニメーションで、時間やメール受信をお知らせします。

電話着信やアラーム時刻もチェックでき、特定の時間にだけ
現れるサプライズアニメーションもあります。

05

時計

電話着信

メール受信

アラーム

サプライズ
※画像はイメージです。©Disney 06
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Mickey Theater

いろんな作品のミッキーと仲間たちに会 える特別コンテンツ
完全オリジナルのDM-01K特別動画 ＊を含む短編動画を配信。映画スターの
いろんな役を演じるスペシャル映像を楽しもう!

配信リスト

1929

1933

1935

1937

The Barn Dance

Ye Olden Days

The Band Concert

Magician Mickey

バーン・ダンス

バーン・ダンスにやって
きたミッキーはダンス
中にミニーの足を踏ん
でしまい、怒らせてしま
いました。上手にダンス
するためにミッキーが
考えたのは・
・
・

07

ミッキーの騎士道

吟遊詩人ミッキーが訪
れ た 国 で は 、王 女 ミ
ニーの結婚式が執り行
わ れようとしていまし
た。ディピー・ダウグと
の 結 婚 を 嫌 がっ た ミ
ニーは塔に幽閉されて
しまいます・・
・

ミッキーの大演奏会
歓声の中、
ミッキーの指
揮で「ウィリアム・テル
序曲」の演奏が始まりま
した。
ところが、
アイスク
リーム売りのドナルド
が笛を取り出して演奏
を邪魔しはじめて・
・
・

ミッキーの魔術師
ミッ キ ー の マ ジ ック
ショーに観客は拍手喝
采！それを見ていたドナ
ルドはさまざまないた
ずらでショーの邪魔を
しようとしますが・・・

＊ 特別動画の配信時期は未定となります。※動画コンテンツをご利用の際は「ディズニーマーケット」への無料会員登録が必要になります。
「ディズ
式による動画配信）には、別途パケット通信料がかかります。動画視聴の際、データ量が多くなり、比較的短時間で速度制限条件に達する場合があり

ミッキーが仲間たちと

1937

1940

ミッキーの
お化け退治

ミッキーの
ドキドキ汽車旅行

いたずら好きのお化け
たちが新聞で見つけた
のは「お化け退治」の広
告。いたずら好きの彼
らは広告主であるミッ
キーたちに依頼の電話
をかけ・・・

旅行中のミッキーとプ
ル ート が 乗っ た の は
ペット禁止の汽車！途中
で車掌のピートに見つ
かってしまいます。ミッ
キーたちは無事目的地
に着けるかな？

Lonesome Ghosts

Mr. Mouse Takes a Trip

DM-01K特別動画を
お楽しみに！

1942

ミッキーの誕生日
Mickey‘s Birthday Party

今日はミッキーの誕生
日パーティー！みんなが
お 祝 いをしている中、
グ ー フィー は バ ー ス
デーケーキ作りに奮闘
中！ケーキは出来上が
るのでしょうか？

1953

ミッキーの魚釣り
The Simple Things

ミッキーが海辺で魚釣
りをして いる 間 に 、プ
ルートは貝と大奮闘。さ
らにカモメがミッキー
の釣り餌や魚を奪おう
としてきて・
・
・

ニーマーケット」登録には、spモード契約（300円/月）が必要になります。別途パケット通信料がかかります。※動画コンテンツの視聴（ストリーミング形
ます。速度制限下での動画コンテンツの視聴は困難ですので、無線LAN（Wi-Fi）でのご利用をおすすめします。 ※画像はイメージです。©Disney 08
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Mickey Theme Changer

壁紙やアイコンなど、まるごときせかえら れる9つのテーマを搭載
ミッキーの大演奏会

ミッキーの魔術師

ミッキーセレブレーション

ミッキーのお化け退治

ミッキーのドキドキ汽車旅行

ミッキーの騎士道

ミッキーの誕生日

ミッキーの魚釣り

1928年から現在までのミッキーアニメー

The Band Concert

Magician Mickey

ションの世界を感じられる9つのテーマを
搭載。好きなテーマを選択すると、壁紙や

アイコン、メッセージなどがまるごときせか

えられる！

カバーウィンドウや各アプリのデザインも
テーマに応じて変化！

Mickey Celebration

バーン・ダンス
The Barn Dance

09

Ye Olden Days

Lonesome Ghosts

Mickey‘s Birthday Party

Mr. Mouse Takes a Trip

The Simple Things

※画像はイメージです。©Disney 10
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Disney Panel

ホーム画面で左からスワイプすると、
今日の天気や 予定、
ディズニーマーケットの新着情報を、すぐに確認で きる！
ミッキーセレブレーション
Mickey Celebration

ディズニー天気予報
今日の天気と気温をアニメーションで
お知らせします。

バーン・ダンス
The Barn Dance

ミッキーの騎士道
Ye Olden Days

ミッキーの大演奏会
The Band Concert

ミッキーの魔術師
Magician Mickey

ディズニーきせかえアラーム
かわいいディズニーデザインで
現在時刻がわかります。

ディズニーミュージックプレイヤー＊1

ミッキーのお化け退治 ミッキーのドキドキ汽車旅行 ミッキーの誕生日
Lonesome Ghosts

Mr. Mouse Takes a Trip

Mickey‘s Birthday Party

ミッキーの魚釣り
The Simple Things

ここからすぐにディズニー楽曲やお持ち
の音楽を再生できます。

ディズニーカレンダー＊1
ディズニーカレンダーに登録している
本日の予定がすぐに確認できます。

ディズニーアプリや
メッセージ画面も連動して変わる！
●メッセージ
●ファイルマネージャ−
●設定画面
●ホーム画面アイコン
●ドコモメールテーマ＊2

ディズニーアプリ
ディズニーマーケット新着ニュース
ディズニーマーケットの新着情報や
特典情報が確認できます。

11

＊1 お客さまにてアプリをダウンロードの上、
ディズニーパネルへの表示設定が必要です。＊2 手動設定が必要です。

●ディズニーカレンダー
●ディズニー天気予報
●ディズニーきせかえアラーム
●ディズニーミュージック
プレイヤー

※画像はイメージです。©Disney 12
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DM-01Kで楽しめるコンテンツがたくさん！

Disney
Mobile
on docomo
＊

限定

フォトコンテンツ
撮った写真をディズニーモチーフのスタンプでかわいくアレンジ！さらにディズニー

フレームでデコレーションも。

メール素 材（デコメ、絵 文 字 PO P、メールテンプレート）
かわいいメール素材も充実。SNSなどで使える画像もプリインされています。

静止画壁紙
静止画壁紙をプリインストール。数十点から選んで楽しめます。

マチキャラ
楽しくダンスをしたりプルートと遊んだり、さまざまなミッキーが登場するマチキャラです。

メール受信や電話着信をかわいくお知らせします。

オリジナルサウンド
音楽

ミッキーマウス・マーチをセレブレ ー
ションエディション特別アレンジでお届
けします。

＊ ご利用の際は「ディズニーマーケット」への無料会員登録が必要になります。
「ディズニーマーケット」登録には、spモード契約

13 すが、一部過去の機種への配信コンテンツもあります。

ボイス

着 信 ボイスや お 知らせ 音、アラーム音を
キャラクターの声にセットできます。
・ミッキーマウス・ミニーマウス・ドナルドダック
・デイジーダック・チップ＆デール ・グーフィー

（300円/月）が必要になります。別途パケット通信料がかかります。※掲載のコンテンツはDM-01Kにプリインストールされていま
※画像はイメージです。©Disney ©Disney/Pixar 14
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ディズニーマーケットに無料 登録で
＊1

きせかえ、
映画、
ツールなど3万以上

の無料 コンテンツを楽しもう！
＊2

シーズナルイベントを楽しむ!

おトクな特典に申し込む!

季節に合わせた期間限定の楽しいイベントが楽しめます。壁紙やスタンプなどのプレゼント
の他に抽選で素敵な商品やオリジナルグッズが当たることも！

ディズニーストアでの割引特典やプレゼ

ントなどを毎月ご用意。

長期利用でもっとおトク！

プレミアムサービス
26か月以上ご利用いただいた
お客さまだけがお楽しみいただける、
コンテンツや特典があります！

＊1「
速度制限下

15

動画

」登録

、sp
契約（300円/月） 必要
視聴 困難
、無線LAN（Wi-Fi）

。別途
利用

通信料
。 利用

。＊2 別途
際 「

※画像はイメージです。©2017 Disney

通信料
」

。
無料会員登録

必要

利用 際、
。

量

多

、比較的短時間

速度制限条件

達

場合

。

©Dlife ©ABC Studios ©Disney ©Disney/Pixar ©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works, by A.A. Milne and E.H. Shepard. 16

DM-01K̲BtoCカタログ̲P17-18̲1213

東 京ディズニーリゾ ート® を もっと便 利 に、もっと楽しめる！
パ ークを楽しむ！

東京ディズニーランド® ／東京ディズ

ニーシー ® のマップ上で現在地が確
認できたり、アトラクションの待ち時

on docomo
＊1

限定

お 出 かけ前に計 画！

自分だけの
プランが作れる!

＊2

待ち時間を確認して
アトラクションを効率的に
楽しもう！

Disney
Mobile

東京ディズニーランド®／東京ディズニーシー®で行ってみたい
アトラクションやショップなどを、メモと一緒に記録できるプラ

ンナーアプリ。完成したプランはお友達にシェアできるよ！

思 い 出を記 録！

間をはじめ、色々な情報がチェックで

きるアプリ。

撮った写真や
ルートを確認
できる！

パークでの思い出を便利に残せる！

「東京ディズニーリゾート®メモリーズ」はスマートフォンの
機能をつかってパークの思い出を記録できるよ！

ライブ壁紙

ファンタズミック!

ライブ壁紙

ハピネス・イズ・ヒア

東京ディズニーシー®のショーが
実写でライブ壁紙に！

すべての年代の子どもたちへ音楽、夢、友情
とびきりのハピネスを分かち合おう

噴水から水が出るなどのアニメーションや

さまざまな“ハピネス”をテーマにした、色鮮やか

ショーをパノラマで楽しめるライブ壁紙。
設定で「視点」を変えることもできます。

＊1 ご利用の際は「ディズニーマーケット」への無料会員登録が 必 要 になります。
「ディズニーマーケット」登 録 には、spモード

17 できます。※NTTドコモはオフィシャルスポンサーとして、東京ディズニーランド®では「ハピネス・イズ・ヒア」を、東京ディズニーシ

で心躍る楽しさいっぱいのパレード。

契約（300円/月）が必要になります。別途パケット通信料がかかります。＊2 待ち時間情報は東京ディズニーリゾート® 内のみご利用
ー®では「ファンタズミック！」を提供しております。
※画像はイメージです。©Disney 18
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ディズニーのアプリ＊で毎日をもっと楽しく！

ここでしか読めないディズニー情報が
満載の公式デジタルマガジン。

天気や時間に応じてキャラクターたち

のアートが 変 わる楽しい 天 気アプリ。
便利なウィジェット機能も完備。

デザインテーマや目覚まし音がカスタ
マイズできる、シンプルで 直 感 的 に使

えるアラーム。

使いやすさ、見やすさにこだわったカレン

ダーアプリ。好きなデザインにきせかえて、
楽しいスタンプ機能も便利！

＊ ご利用の際は「ディズニーマーケット」への無料会員登録が必要になります。
「ディズニーマーケット」登録には、spモード契約

19 の提供コンテンツです。

（300円/月）が必要になります。別途パケット通信料がかかります。※掲載のコンテンツはウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
※画像はイメージです。©Disney ©Disney/Pixar ©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works, by A.A. Milne and E.H. Shepard. 20
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ディズニー映画やドラマがいつでも楽しめる！

長期利用でもっとおトク！

プレミアムサービス
26か月以上ご利用いただくと
特別にお楽しみいただける
限定コンテンツやホテル特典などをご用意

ディズニーの名作アニメーションから
実写映画まで、
とっておきの
動画コンテンツを毎月26本

たっぷりと楽しめる

プレミアム動画サービス。
Disney
Mobile
on docomo
＊

毎月8日はハッピーデー

限定

東京ディズニーリゾート
®
パークチケット
（ペア）が
当たるチャンス！

オリジナル特典
全国無料で放送する

BSテレビ局Dlife
（ディーライフ）
から

話題の海外ドラマや人気の

ディズニーアニメーションをお届け！

ディズニーホテルの宿泊割引や
レストラン割引特典をご用意！
※実施は不定期となります。

限定コンテンツ
ライブ壁紙や動画、
きせかえ&絵文字などが
楽しめる！
＊ ご利用の際は「ディズニーマーケット」への無料会員登録が必要になります。
「ディズニーマーケット」登録には、spモー
ド契約（300円/月）が必要になります。別途パケット通信料がかかります。※配信タイトル・期間は変更になる場合があり
ます。※掲載のコンテンツはウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の提供コンテンツです。
●ディズニーシネマ：©2017 Disney ©2017 Disney/Pixar ●Dlife：©Dlife ©ABC Studios ©Disney

21

※画像はイメージです。©Disney

22
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SNSがもっと楽しくなる、便 利な機 能を搭 載 !
グリッドショット

カンタン加工でSNS映えする写真を手軽に作っちゃおう
アドバンスドセルフィー

4枚の写真を組み合わせて、いろんな姿を収めることができます。正方形で保存するた
めそのままSNSに投稿できます。

美肌モードやフィルターなど、セルフィー
専用の機能を搭載。

広角モード
大人数での撮影に便利な広角モードを
搭載。

広角モード

旅行

ペット

通常モード

通常

美肌モード
フィルターモード

GIF作成
スイーツ

女子会

連写撮影後、GIFボタンひとつで短い瞬間を動画として残すことができます。

ボイスシャッター
「ミッキー」や「チーズ」の声でシャッター
を切ることができます。

F値2.2
暗い場所での撮影も明るく撮影できま
す。

F値2.2

F値2.4
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機能表
サイズ（高さ×幅×厚さ）

約144mm×約69mm×約8.9mm（最厚部 約9.0mm）

質量

約147g

ＯＳ

AndroidTM 7.1

ＣＰＵ

Qualcomm MSM8940オクタコア1.4GHz（クアッドコア）+1.1GHz（クアッドコア）

内蔵メモリ
（RAM/ROM）

RAM 3GB/ROM 32GB

外部メモリ 最大対応容量

256GB（microSDXC）＊1

バッテリー容量

2765mAh（内蔵電池）

ディスプレイ

約5.5インチ（フルHD＋Full Vision/TFT）

カメラ
（アウト/イン）

約1620万画素 CMOS 裏面照射型/約510万画素 CMOS 裏面照射型

受信時最大速度/送信時最大速度

262.5Mbps/50Mbps＊2

VoLTE対応

○＊3

PREMIUM 4G対応（LTE-Advanced） ○＊4
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Wi-Fi

IEEE802.11a/b/g/n/ac

テザリング同時接続数

Wi-Fi 8台

Bluetooth

4.2＊5

赤外線通信対応

ー

防水/防塵

IPX5/8＊6 / IP6X＊7

ワンセグ/フルセグ

〇＊8/ー

非常用節電機能

○＊9

生体認証

〇（指紋）

おサイフケータイ

NFC（FeliCa搭載）＊10

エリアメール

〇

WORLD WING

〇＊11

スグ電

〇

＊1 使用する外部メモリのメーカーにより、最大対応容量は異なります。最新の対応状況について、詳しくはメーカーホー
ムページなどでご確認ください。
また、機種・コンテンツにより制約があります。＊2 通信速度は、技術規格上の最大値であ
り、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、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。＊3 高音質通話、ビデオコール、海外ローミング等に対応。＊4 一部のエリア
に限ります。詳しくは「ドコモのホームページ」
でご確認ください。LTE-Advancedエリア内でも、電波状況によりLTE通信ま
たはFOMA通信となる場合があります。＊5 Bluetooth機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、
データのやり
とりができない場合があります。対応プロファイルについて、詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。
＊6 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方
向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところに
携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。＊7 IP6Xとは、保
護度合いをさし、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに内
部の塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。＊8 ワンセグ放送は、利用環境によってノイズが入ったり、受信で
きない場合があります。
ワンセグ放送の視聴には同梱の「テレビアンテナケーブルL01」が必要です。
また、
アンテナの向き
を変えたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。
ワンセグサービスについて、詳しくは「一般社団法
人放送サービス高度化推進協会のホームページ」(www.apab.or.jp)などでご確認ください。NHKの受信料については、
NHKにお問い合わせください。＊9 必要最低限の機能のみ動作させることで、待受状態を長持ちさせることができます。
＊10 FeliCa方式のサービスおよびTypeA/B方式のサービスがご利用になれます。TypeA/B方式のサービスのご利用には、
サービスに対応したドコモUIMカードが必要です。＊11 アメリカではLTEネットワークに対応していません。WORLD WING
の通話・通信料は国内での通信を対象とした各種割引サービスの適用対象外です。海外でのご利用について、詳しくは「ド
コモのホームページ」
でご確認ください。

まずは無料登録！
コンテンツを全部無料で楽しめちゃう！
STEP1

STEP2

STEP3

ホーム画面のマーケット
アイコンをタップして、案
内に沿って初期設定をし
てください。

ディズニーマーケットの
メニューから［マイペー
ジ］
をタップします。

[ログイン・新規メンバー
登録]をタップします。

STEP4

STEP5

STEP6

すで に「ディズニー
マ ー ケット」もしく
は「 ディズニー アカ
ウント」にご 登 録 済
みの方はメ ン バ ー
名 ま た はご 登録
メールアドレスとパ
スワードでログイン
してください。

初めてご登録される
方は生年月日を入力
して［次へ］をタップ
します。
パスワードリセットの
際 に 必 要 に なりま
す。必ず正しくご入力
ください。

＊1
空メールを送信します。
「@docomo.ne.jp」宛に
届く新 規 メン バ ー 登 録
メールに記載されている
URLからメンバー登録を
行ってください。

パスワード、個人情報を
入力して[登録内容確認]
をタップします。登録内
容を確認して［登録］を
タップしてご登録完了で
す。
「@docomo.ne.jp」
宛に登録完了メールが
送信されます。＊2

＊1 迷惑メール設定をされている方は、
「 ＠disney.jp」からのメールが受け取れるようにしてください。＊2 ご登録いた
だいたメールアドレスと自動で払い出されたメンバー名をお忘れにならないようご注意ください。
（メンバー名は変更
可能です。）
【ご注意】すでに「ディズニーマーケット」にご登録いただいている方が新規登録されますと、
プレミアムサービス、バッジ
プログラム、各種イベント参加履歴などがすべてリセットされます。上記「STEP4」の画面にて以前からお使いのメンバー
名またはメールアドレスとパスワードを入力して、ログインしてください。新規登録されませんようにご注意ください。す
でにご登録済みのアカウントでログインいただくと、機種変更前のディズニー・モバイル・オン・ドコモでお使いいただ
いていたアプリやコンテンツを、ディズニーマーケット内左上［メニュー］→［ダウンロード履歴］から簡単に再ダウン
ロードすることができます。再ダウンロード時はWi-Fi接続されることを推奨します。
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